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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出スクリュを駆動する射出スクリュ駆動部と、射出圧力を検出する射出圧力検出部と
、射出工程において前記射出スクリュの移動速度を制御するスクリュ速度制御部と、保圧
工程において射出圧力を制御する圧力制御部と、射出工程から保圧工程に切り替える射出
保圧切替部と、射出圧力のピーク圧力発生時点とピーク圧力値を検出するピーク圧力検出
部とを有し、
　保圧工程において、ピーク圧力発生時点からピーク圧力保持制御完了条件が成立するピ
ーク圧力保持制御完了時点までの間、射出圧力が前記検出したピーク圧力値を保持するよ
うに圧力制御を行うピーク圧力保持制御部を有し、
　前記圧力制御部は、前記ピーク圧力保持制御完了時点から保圧工程の完了時点までの間
、保圧工程の設定圧力に基いて圧力制御を行うことを特徴とする射出成形機の圧力制御装
置。
【請求項２】
　前記ピーク圧力保持制御完了条件は、ピーク圧力発生時点から所定時間が経過すること
、またはピーク圧力発生時点から所定スクリュ前進量だけスクリュが前進すること、また
はスクリュ前進速度が所定速度まで低下することのうち少なくとも一つであることを特徴
とする請求項１に記載の射出成形機の圧力制御装置。
【請求項３】
　前記ピーク圧力検出部は、単位時間あたりの圧力変化量が所定変化量以下になった時点
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、またはスクリュ速度が所定速度以下になった時点をピーク圧力発生時点として検出し、
該ピーク圧力発生時点の射出圧力をピーク圧力値として検出することを特徴とする請求項
１または２のいずれか一つに記載の射出成形機の圧力制御装置。
【請求項４】
　前記圧力制御部は、射出保圧切り替え時点からピーク圧力発生時点までの間、保圧工程
の設定圧力に基いて圧力制御を行うことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載
の射出成形機の圧力制御装置。
【請求項５】
　前記圧力制御部は、射出保圧切り替え時点からピーク圧力発生時点までの間、スクリュ
速度が保圧制限速度以下になるように制御することを特徴とする請求項１～３のいずれか
一つに記載の射出成形機の圧力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形機の圧力制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インラインスクリュ式射出成形機では、加熱シリンダ内のスクリュを回転させながらス
クリュを後退させることで、溶融樹脂を加熱シリンダの先端部に圧送する計量工程と、そ
の後にスクリュを前進させて金型内に溶融樹脂を充填する射出工程と保圧工程とを行う。
【０００３】
　射出工程では、予め設定された射出ストロークと射出速度とに基いてスクリュを前進さ
せることで、加熱シリンダ内の溶融樹脂を金型内に充填する。そして射出／保圧切り替え
位置まで前進すると、射出工程から保圧工程に切り替わる。保圧工程では、予め設定され
た保圧圧力と保圧時間とに基いて圧力制御を行うことで、溶融樹脂を金型内にフル充填さ
せ、さらに樹脂の収縮による成形品のヒケを補う。
【０００４】
　特許文献１には、スクリュを前進させて金型のキャビティ内への樹脂の充填を開始し、
前記キャビティ内で樹脂が満杯になる手前より、前記スクリュのスクリュ位置を維持し、
前記キャビティ内を充満させた後、保圧工程に移行する技術が開示されている（図５参照
）。
【０００５】
　特許文献２には、射出圧力が予め設定した切り替え圧力に達した時点からパック圧力制
御用のタイマを計時させ始めるとともに、パック圧力を作用させ、さらに、このタイマの
タイムアウトによってパック圧力制御から保圧制御への切り替えを行う技術が開示されて
いる。また、特許文献３には、充填圧力の検出値が第１の設定圧力値に達するまで、速度
制御によって充填を行い、上記充填圧力の検出値が上記第１の設定圧力値以上になった時
点で、制御を速度制御から上記第１の設定圧力値で制御する圧力制御に切り換え、上記圧
力制御で充填を行った状態で、充填速度が設定速度以下になった時点で、第２の設定圧力
値で制御する保圧制御に切り換えを行う技術が開示されている（図６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－７４１１４号公報
【特許文献２】特開平２－２７４５２２号公報
【特許文献３】特開２０１０－７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　金型内の樹脂流路が狭い場合や、薄肉成形の場合などにおいて樹脂をフル充填するには
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、射出・保圧工程において大きなピーク圧が必要になる場合がある。しかし、ピーク圧が
過大になると、加熱シリンダや金型が破損したり、成形品にバリが発生するといった不具
合が生じるため、過大なピーク圧力を発生させることなく金型に樹脂をフル充填させるた
めの技術が求められている。
【０００８】
　ここで、射出圧力あたりの金型のキャビティ内への樹脂の充填性能を、充填効率と呼ぶ
ことにする。充填効率が高いほど、低い射出圧力で金型に樹脂をフル充填させることが可
能になる。高い充填効率を得るには、充填完了または充填完了の少し手前まで過大になら
ない範囲で高い圧力を維持する圧力制御、すなわちピーク圧力保持制御を行い、その後に
成形品のヒケを補う保圧工程に切り替えることが望ましい。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、保圧工程において射出圧力を制御する圧力制御部と、ピーク圧
力検出部と、ピーク圧力保持制御部とを備える、射出成形機の圧力制御装置であって、前
記ピーク圧力検出部は、射出圧力のピーク圧力発生時点とピーク圧力値を検出し、また、
前記ピーク圧力保持制御部は、保圧工程において、ピーク圧力発生時点からピーク圧力保
持制御完了条件が成立するまでの間、射出圧力が前記検出したピーク圧力値を保持するよ
うに圧力制御を行う、射出成形機の圧力制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願の請求項１に係る発明は、射出スクリュを駆動する射出スクリュ駆動部と、射出圧
力を検出する射出圧力検出部と、射出工程において前記射出スクリュの移動速度を制御す
るスクリュ速度制御部と、保圧工程において射出圧力を制御する圧力制御部と、射出工程
から保圧工程に切り替える射出保圧切替部と、射出圧力のピーク圧力発生時点とピーク圧
力値を検出するピーク圧力検出部とを有し、保圧工程において、ピーク圧力発生時点から
ピーク圧力保持制御完了条件が成立するピーク圧力保持制御完了時点までの間、射出圧力
が前記検出したピーク圧力値を保持するように圧力制御を行うピーク圧力保持制御部を有
し、前記圧力制御部は、前記ピーク圧力保持制御完了時点から保圧工程の完了時点までの
間、保圧工程の設定圧力に基いて圧力制御を行うことを特徴とする射出成形機の圧力制御
装置である。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、前記ピーク圧力保持制御完了条件は、ピーク圧力発生時点から
所定時間が経過すること、またはピーク圧力発生時点から所定スクリュ前進量だけスクリ
ュが前進すること、またはスクリュ前進速度が所定速度まで低下することのうち少なくと
も一つであることを特徴とする請求項１に記載の射出成形機の圧力制御装置である。　
　請求項３に係る発明は、前記ピーク圧力検出部は、単位時間あたりの圧力変化量が所定
変化量以下になった時点、またはスクリュ速度が所定速度以下になった時点をピーク圧力
発生時点として検出し、該ピーク圧力発生時点の射出圧力をピーク圧力値として検出する
ことを特徴とする請求項１または２のいずれか一つに記載の射出成形機の圧力制御装置で
ある。
【００１２】
　請求項４に係る発明は、前記圧力制御部は、射出保圧切り替え時点からピーク圧力発生
時点までの間、保圧工程の設定圧力に基いて圧力制御を行うことを特徴とする請求項１～
３のいずれか一つに記載の射出成形機の圧力制御装置である。　
　請求項５に係る発明は、前記圧力制御部は、射出保圧切り替え時点からピーク圧力発生
時点までの間、スクリュ速度が保圧制限速度以下になるように制御することを特徴とする
請求項１～３のいずれか一つに記載の射出成形機の圧力制御装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明による射出成形機の圧力制御装置によれば、ピーク圧力を検出した時点からピー
ク圧力値を保持することで、バリが発生するよりも低い圧力値に抑えながら高い充填効率
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が得られる。また本発明によれば、ピーク圧力保持制御完了条件が成立した後は、成形品
のヒケを補う保圧工程に切り替えるため、ピーク圧力を長時間保持することにより成形品
に歪みが発生することを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】射出成形機および該射出成形機を制御する制御装置の概略構成図である。
【図２】本発明に係る圧力制御装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る圧力制御装置を有する射出成形機で成形した場合の射出圧力及びス
クリュ位置の、１成形サイクルの間での時間的推移を説明するためのグラフである。
【図４】本発明に係る圧力制御装置が実行する圧力制御の処理のフローを説明する図であ
る。
【図５】従来技術（特許文献１）に係る射出成形方法で成形した場合の射出圧力及びスク
リュ位置の、１成形サイクルの間での時間的推移を説明するためのグラフである。
【図６】従来技術（特許文献２，３）に係る射出成形方法で成形した場合の射出圧力及び
スクリュ位置の、１成形サイクルの間での時間的推移を説明するためのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面と共に説明する。　
　図１は、射出成形機および該射出成形機を制御する制御装置の概略構成図である。スク
リュ３が挿入されたシリンダ１の先端にはノズル２が装着され、シリンダ１の後端の側部
には樹脂ペレットをシリンダ１に供給するホッパ４が取り付けられている。スクリュ３は
、スクリュ３をその軸方向に駆動する駆動手段としての射出用サーボモータＭ１、伝動機
構及びボールネジ／ナット等の回転運動を直線運動に変換する変換機構７によって軸方向
に駆動され、射出及び背圧制御がなされるように構成されている。また、スクリュ３は、
スクリュ３を回転させるための回転駆動手段としてのサーボモータＭ２と、ベルト、プー
リ等で構成される伝動機構６により回転駆動されるようになっている。
【００１６】
　射出用サーボモータＭ１、スクリュ回転用サーボモータＭ２には、それぞれ、その回転
位置・速度を検出する位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１、位置・速度検出器Ｐｅｎｃ２が取り
付けられている。これら位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１，Ｐｅｎｃ２によって、スクリュ３
の位置（スクリュ軸方向の位置）、移動速度（射出速度）、スクリュ３の回転速度を検出
できる。また、スクリュ３に加わる溶融樹脂からのスクリュ軸方向の圧力を検出するロー
ドセル等の圧力センサ５が設けられている。
【００１７】
　ＰＭＣＣＰＵ１７には、射出成形機のシーケンス動作を制御するシーケンスプログラム
等を記憶したＲＯＭ１８および演算データの一時記憶等に用いられるＲＡＭ１９が接続さ
れている。ＣＮＣＣＰＵ２０には、射出成形機を全体的に制御する自動運転プログラム等
を記憶したＲＯＭ２１および演算データの一時記憶等に用いられるＲＡＭ２２が接続され
ている。
【００１８】
　サーボＣＰＵ１５には、位置ループ、速度ループ、電流ループの処理を行うサーボ制御
専用の制御プログラムを格納したＲＯＭ１３やデータの一時記憶に用いられるＲＡＭ１４
が接続されている。更に、サーボＣＰＵ１５には、サーボＣＰＵ１５からの指令に基づい
て、スクリュ回転用サーボモータＭ２を駆動するサーボアンプ１２や、射出用サーボモー
タＭ１を駆動するサーボアンプ１１が接続されている。
【００１９】
　各サーボモータＭ１，Ｍ２には、前述したように、それぞれ位置・速度検出器Ｐｅｎｃ
１，Ｐｅｎｃ２が取り付けられている。これら位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１，Ｐｅｎｃ２
からの出力が、サーボＣＰＵ１５にフィードバックされる。サーボＣＰＵ１５は、ＣＮＣ
ＣＰＵ２０から指令される各軸（射出用サーボモータＭ１、または、スクリュ回転用サー
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ボモータＭ２）への移動指令と位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１、位置・速度検出器Ｐｅｎｃ
２からフィードバックされる検出位置と検出速度に基づいて、位置、速度のフィードバッ
ク制御を行うとともに、電流フィードバック制御も実行して、各サーボアンプ１１，１２
を駆動制御する。
【００２０】
　また、位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１からの位置フィードバック信号により、スクリュ３
の前進位置（軸方向位置）を求める現在位置レジスタが設けられており、該現在位置レジ
スタによりスクリュ位置を検出できるように構成されている。また、サーボＣＰＵ１５に
は、圧力センサ５での検出信号（アナログ信号）をＡ／Ｄ変換器１６でデジタル信号に変
換した樹脂圧力（スクリュにかかる樹脂圧力）が入力されている。
【００２１】
　ＬＣＤ／ＭＤＩ（液晶表示装置付き手動入力装置）２５は、ＬＣＤ表示回路２４を介し
てバス２６に接続されている。さらに、不揮発性メモリで構成される成形データ保存用Ｒ
ＡＭ２３もバス２６に接続されている。この成形データ保存用ＲＡＭ２３には射出成形作
業に関する成形条件と各種設定値、パラメータ、マクロ変数等を記憶する。
【００２２】
　以上の構成により、ＰＭＣＣＰＵ１７が射出成形機全体のシーケンス動作を制御し、Ｃ
ＮＣＣＰＵ２０がＲＯＭ２１の運転プログラムや成形データ保存用ＲＡＭ２３に格納され
た成形条件等に基づいて各軸のサーボモータＭ１，Ｍ２に対して移動指令の分配を行なう
。また、サーボＣＰＵ１５は、各軸（射出用サーボモータＭ１やスクリュ回転用サーボモ
ータＭ２）に対して分配された移動指令と、位置・速度検出器Ｐｅｎｃ１，Ｐｅｎｃ２で
検出された位置および速度のフィードバック信号等に基づいて、従来と同様に位置ループ
制御、速度ループ制御、さらには電流ループ制御のサーボ制御を行い、いわゆるデジタル
サーボ処理を実行する。
【００２３】
　次に、本発明に係る射出成形機の圧力制御装置の一実施形態を図２のブロック図を用い
て説明する。　
　射出成形機の圧力制御装置は、スクリュ３を駆動する射出スクリュ駆動部３０と、射出
圧力を検出する射出圧力検出部４０と、射出工程においてスクリュ３の移動速度を制御す
るスクリュ速度制御部３１と、保圧工程において射出圧力を制御する圧力制御部３２と、
射出工程から保圧工程に切り替える射出保圧切替部５０と、射出圧力のピーク圧力発生時
点とピーク圧力値とを検出するピーク圧力検出部４１と、ピーク圧力保持制御部４２とを
備える。
【００２４】
　スクリュ速度制御部３１は、ピーク圧力保持制御部４２（接点Ｂ）または圧力制御部３
２（接点Ａ）のいずれかから速度指令を受け取り、射出スクリュ駆動部３０（サーボアン
プ１１，１２）にトルク指令を送り、射出用サーボモータＭ１を駆動する。　
　ピーク圧力検出部４１は、射出圧力検出部４０で検出された射出圧力の値からピーク圧
力発生時点とそのピーク圧力を検出する。ピーク圧力検出部４１で検出されたピーク圧力
はピーク圧力保持制御部４２に出力される。
【００２５】
　ピーク圧力保持制御部４２は、保圧工程において、ピーク圧力発生時点からピーク圧力
保持制御完了条件が成立する時点までの間、切り替え接点Ｂを介して速度指令をスクリュ
速度制御部３１に与えることにより、射出圧力がピーク圧力検出部４１が検出したピーク
圧力値を保持するよう圧力制御を行う。
【００２６】
　一方、圧力制御部３２は、射出圧力検出部４０から射出圧力を受け取り、射出保圧切替
部５０による射出保圧切替え時点からピーク圧力発生時点までの間、及びピーク圧力保持
制御完了時点から保圧工程の完了時点までの間は、切り替え接点Ａを介して速度指令をス
クリュ速度制御部３１に与えることにより、保圧工程の設定圧力に基づいて圧力制御を行
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う。
【００２７】
　次に、本発明に係る射出成形機の圧力制御装置により実行される射出圧力の制御を、図
３を用いて説明する。
　充填時の過大なピーク圧力を低減し、かつ所定の射出圧力以内で高い充填効率を得るに
は、前述したように、射出保圧切替時に発生するピーク圧力を、充填完了または充填完了
の少し手前まで維持するような圧力制御（すなわち、ピーク圧力保持制御）を行い、その
後に成形品のヒケを補う保圧工程に切り替えることが望ましい。
【００２８】
　図３は、本発明に係る圧力制御装置を有する射出成形機で成形した場合の射出圧力、ス
クリュ位置の、１成形サイクルの間での時間的推移を説明するためのグラフである。本発
明の圧力制御装置による圧力制御では、図３に示されるように、射出工程における速度制
御から保圧工程における圧力制御に切り替わり、射出圧力がピーク値になると、ピーク圧
力保持制御完了条件が成立するまでの間ピーク圧力を保持し、ピーク圧力保持制御完了時
点から保圧工程の完了時点までの間、保圧工程の設定圧力に基いて、図１に示される制御
装置１０により圧力制御を行う。
【００２９】
　図３に示されるように、本発明の射出成形機の圧力制御装置では、ピーク圧力を検出し
た時点からピーク圧力値を保持することで、バリが発生するよりも低い圧力値に抑えなが
ら高い充填効率が得られる。ピーク圧力保持制御完了条件が成立した後は、成形品のヒケ
を補う保圧工程の設定圧力に基いて圧力制御を行うため、ピーク圧力を長時間保持するこ
とにより成形品に歪みが発生することを防止できる。
【００３０】
＜ピーク圧力検出部＞
　射出圧力は、スクリュが軸方向に受ける力をロードセルなどの力検出器を用いて検出す
ることによって取得してもよいし、射出シリンダ内の樹脂圧力を樹脂圧力センサを用いて
を検出することによって取得してもよいし、射出スクリュ駆動部３０の駆動トルクを検出
して取得してもよいし、射出スクリュを油圧で駆動する場合は油圧の圧力を検出して取得
してもよい。
【００３１】
　射出圧力のピーク値を検出するピーク圧力検出部４１は単位時間あたりの圧力変化量を
検出し、単位時間当たりの圧力変化量が増加から減少に転じた時点（極大値の発生時点）
をピーク圧力発生時点として検出することができる。このとき、ピーク圧力発生を検出し
た時点は、単位時間当たりの圧力変化量が減少に転じている時点なので、ピーク圧力発生
を検出した時点は実際のピーク圧力発生時点よりも１サンプリング時間だけ後になり、ピ
ーク圧力検出時点の圧力値は実際のピーク圧力よりも小さい値となる。しかし、実際のピ
ーク圧力発生時点と、ピーク圧力発生を検出した時点との時間差は小さく、実際のピーク
圧力値とピーク圧力検出時点の圧力値との差も小さいことから、検出したピーク圧力値を
保持するにあたってピーク圧力発生を検出した時点の圧力値を保持するようにしてもよい
。
【００３２】
　または、ピーク圧力検出部４１は、ピーク圧力発生近傍で単位時間あたりの圧力変化量
が所定変化量以下になった時点をピーク圧力発生時点として検出してもよい。ピーク圧力
検出部４１は、所定変化量が正の値の場合は、圧力の極大値発生時点よりも少し前の時点
をピーク圧力発生時点として検出し、一方、所定変化量が負の値の場合は、圧力の極大値
発生時点よりも少し後の時点をピーク圧力発生時点として検出する。
【００３３】
　または、ピーク圧力検出部４１は、スクリュ速度が所定速度以下になった時点をピーク
圧力発生時点として検出してもよい。これは、樹脂の充填完了付近においては、キャビテ
ィ内への樹脂の流動が減少し、単位時間あたりの射出圧力の上昇量がスクリュ速度とほぼ
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比例するようになり、したがってピーク圧力の発生時点ではスクリュ速度がゼロになる時
点と略一致することを利用している。
【００３４】
　このとき、樹脂の種類や成形品の形状によっては、ピーク圧力発生時点に対応するスク
リュ速度は変化するため、前記所定速度は樹脂の種類や成形品の形状によって予め決めて
おいてもよいし、オペレータが設定するようにしてもよい。
【００３５】
＜ピーク圧力保持制御部＞
　ピーク圧力保持制御部４２は、射出圧力がピーク圧力を保持するように、スクリュ速度
を操作して圧力制御を行なってもよいし、射出スクリュ駆動部３０の駆動トルクを操作し
て圧力制御を行なってもよい。また、ピーク圧力保持制御中は、スクリュは軸方向に完全
に停止するのでなく、圧力を保持するために前進する場合がある。この時の前進速度は、
樹脂の種類や成形品の形状、または金型への樹脂の充填状態によって変える。なお、射出
保圧切り替え後からピーク圧力発生時点までの間は、保圧工程の設定圧力に基いて圧力制
御を行ってもよいし、スクリュが停止するように制御してもよいし、スクリュ速度が所定
速度になるように制御してもよい。
【００３６】
　ピーク圧力保持制御完了条件としては、ピーク圧力発生時点から所定時間が経過するこ
ととしてもよいし（図１に示される制御装置１０は計時手段を備えている。）、またはピ
ーク圧力発生時点から所定スクリュ前進量だけスクリュが前進することとしてもよい。ス
クリュ３の前進量は、射出用サーボモータＭ１に取り付けられた位置・速度検出器Ｐｅｎ
ｃ１からサーボＣＰＵ１５にフィードバックされる位置検出信号を用いて計測できる。
【００３７】
　または、ピーク圧力保持制御完了条件は、スクリュ前進速度が所定速度まで低下するこ
ととしてもよい。スクリュ３の前進速度は、射出用サーボモータＭ１に取り付けられた位
置・速度検出器Ｐｅｎｃ１からサーボＣＰＵ１５にフィードバックされる速度検出信号を
用いて計測できる。これは、充填未完了状態では金型のキャビティ内へ樹脂が流動するた
め、ピーク圧力を保持するためのスクリュ速度が大きいが、充填完了に近づくにしたがっ
てキャビティ内へ樹脂の流動が減少し、ピーク圧力を保持するためのスクリュ速度が小さ
くなることを利用している。スクリュ前進速度が所定速度まで低下してからピーク圧力保
持制御を完了することで、充填完了付近まではピーク圧力を保持し、その後は成形品のヒ
ケを補う保圧工程の設定圧力に基いて圧力制御を行う。
【００３８】
　図４は本発明に係る圧力制御装置が実行する圧力制御の処理のフローを説明する図であ
る。以下、各ステップに従って説明する。　
●［ステップＳＡ０１］射出工程を実行する。　
●［ステップＳＡ０２］射出保圧工程切り替えを実行する。　
●［ステップＳＡ０３］設定圧力になるように圧力制御を行う。　
●［ステップＳＡ０４］ピーク圧力が発生したか否か判断し、発生した場合（ＹＥＳ）に
は、ステップＳＡ０５へ移行し、発生していない場合（ＮＯ）、ステップＳＡ０３へ戻る
。
●［ステップＳＡ０５］ピーク圧力を保持するように制御を実行する。　
●［ステップＳＡ０６］ピーク発生時点から所定時間が経過したか否か判断し、所定時間
が経過した場合（ＹＥＳ）には、ステップＳＡ０７へ移行し、所定時間が経過していない
場合（ＮＯ）には、ステップＳＡ０５へ戻る。　
●［ステップＳＡ０７］設定圧力になるように圧力制御を実行する。
●［ステップＳＡ０８］保圧工程完了か否か判断し、保圧工程が完了した場合（ＹＥＳ）
には、ステップＳＡ０９へ移行し、保圧工程が完了していない場合（ＮＯ）には、ステッ
プＳＡ０７へ戻る。　
●［ステップＳＡ０９］計量工程および減圧工程を実行し、処理を終了する。
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【符号の説明】
【００３９】
　１　シリンダ
　２　ノズル
　３　スクリュ
　４　ホッパ
　５　圧力センサ
　６　伝動機構
　７　変換機構

　１０　制御装置
　１１　サーボアンプ
　１２　サーボアンプ
　１３　ＲＯＭ
　１４　ＲＡＭ
　１５　サーボＣＰＵ
　１６　Ａ／Ｄ変換器
　１７　ＰＭＣＣＰＵ
　１８　ＲＯＭ
　１９　ＲＡＭ
　２０　ＣＮＣＣＰＵ
　２１　ＲＯＭ
　２２　ＲＡＭ
　２３　成形データ保存用ＲＡＭ
　２４　ＬＣＤ表示回路
　２５　ＬＣＤ／ＭＤＩ
　２６　バス

　３０　射出スクリュ駆動部
　３１　スクリュ速度制御部
　３２　圧力制御部
　
　４０　射出圧力検出部
　４１　ピーク圧力検出部
　４２　ピーク圧力保持制御部
　
　５０　射出保圧切替部
　
　Ｍ１　射出用サーボモータ
　Ｐｅｎｃ１　位置・速度検出器

　Ｍ２　スクリュ回転用サーボモータ
　Ｐｅｎｃ２　位置・速度検出器
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【図５】
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