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  射出成形機は自動車や家電など様々な産業で利用いただいているが，いずれも成形品質の

安定化と高生産性が強く求められる．これらニーズに応えるため，当社技術統括本部が有する構

造解析技術，流動解析技術，制御シミュレーション技術により高剛性高速駆動機構，高分散高速

可塑化機構など射出成形機の高精度・高速化を実現する独自技術を開発して発展させ，大型電

動射出成形機 emⅡシリーズの動作性能及び信頼性向上に貢献してきた． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

プラスチック部品を生産する射出成形機は，従来の油圧式射出成形機に比べてクリーンで省

エネ性に優れる電動式射出成形機が需要を伸ばし大型化が進んでいる． 

日本から始まった電動化は，欧米メーカだけでなく，中国メーカも追従し，既に小型電動射出

成形機を上市している．大型射出成形機の電動化は小型機と比べ，型締力や重量物である金

型・可動盤の加減速時の慣性力によって生じる変形に起因する信頼性低下，及び，高速スクリュ

回転における色分散性低下などの多くの技術課題がある．当社は，構造解析技術，制御シミュレ

ーション技術，樹脂流動解析技術により，2006 年世界初の型締力 3000tonf の大型電動射出成

形機 3000em を開発し，市場に提供した． 

その後，お客様の更なる高精度化，高速化のニーズに応えるため，ボールねじや金型を含め

た型締機構の構造解析，ボールねじ寿命評価技術，サーボモータ多軸同期制御技術，スクリュ

の樹脂分散解析，樹脂流動可視化技術など技術開発を進め，成形バリ抑制を可能とするセンタ

ープレス型盤の軽量化，型開閉の高速化，高速スクリュ回転で色分散も良く，迅速色替えが可能

な高色分散高速可塑化スクリュなど改良を加え，大型電動射出成形機 emⅡシリーズとしてモデ

ルチェンジしている． 

|2. 大型電動射出成形機 emⅡシリーズの特長 

大型電動射出成形機 emⅡシリーズ技術開発の概要を図１に示す． 

emⅡシリーズの特長は，当社独自の省スペース２プラタン式型締機構にあり，型開閉２軸同期

サーボモータ駆動，電動サーボ割ナット機構と，省エネ型低騒音のエコサーボポンプシステムに

よる型締機構を組合せた電動ハイブリッド方式を採用することにより，電動式のもつ高速高精度再

現性と，型締力の制御に優れる４点均等油圧型締方式の組み合わせで，省スペース（機長 15ｍ

以下，他社トグルリンク式型締機構対比約 25％短縮）かつ省エネ（油圧機対比 60％消費エネル

ギー低減）とした“世界 短機長の大型電動射出成形機”を実現したことにある． 
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図１ 技術開発の概要 

射出軸駆動に搭載した高応答高速射出用の当社製大容量DD（ダイレクトドライブ）サーボモー

タ同期制御及び電動高速可塑化装置により高生産性を可能としている．また，着色顔料の色ムラ

抑制用途に，分散効果の高い高色分散高速可塑化の MF-UB スクリュをラインナップしている．

|3. 構造連成解析とボールねじ寿命評価技術の開発 

3.1 構造連成解析とセンタープレス型盤 

型盤の変形が大きいと，金型のパーティング面に口開きが生じ，成形品にバリが発生するの

で，型盤設計は応力よりも変形量により規制される．従来，型盤単体に 小金型寸法の金型接触

面荷重と型締力の力点による境界条件で，強度剛性解析して型盤形状を決めていた． 

２プラタン式型締機構は，タイバー４本に均等な型締圧力をかける機構であるため，トグル式型

締機構に対して金型温度の影響や偏芯キャビティ金型形状の影響が少なく，型締精度を長期に

維持できる等の利点がある．しかし，この４点型締機構においてもトグル式型締機構と同様に，型

盤端を支点とした型盤の湾曲変形により，特にバンパー金型のような大型金型に口開きが生じて

バリが発生しやすい傾向が見られた． 

そこで型盤及び金型を組み合わせた構造解析と，金型内の樹脂流動解析とを連成させた金型

口開き変形解析手法を開発し，固定盤・可動盤ともタイバーの荷重点から型盤中央部に力線が

流れるようなリブ構成として荷重均一性の確保を狙った当社独自のセンタープレス型盤を開発し

た． 

図２に型締機構の比較を示す． 

 

図２ 型締機構比較 
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3.2 金型口開き変形解析手法の開発 

図３に示す型盤の間に金型（固定型，可動型）を挟んだモデルを作成し，接触解析により金型

内パーティング面の口開き量を求める解析手法を構築した．まず樹脂流動解析により求めた金型

内の樹脂圧分布を，構造解析の境界条件として解析し，金型内パーティング面の接触荷重分布

を求めることとした．図４より，金型パーティング面同士が接触していない範囲は比較的広く，特に

樹脂圧の高いゲート周りは，金型口開き状態にあると予想された．自動車部品の金型を用いて成

形試験し，ギャップセンサー位置における金型口開き量の実測値と解析値の比較を行った．金型

口開き量の解析精度は約－30～＋10％の範囲内にあり，金型口開き量解析手法として実用可

能であることが確認できた． 

 
 図４ 金型内解析 

図３ 金型口開き解析モデル   

3.3 センタープレス型盤によるバリレス 

バンパー形状を模擬した金型を例に，金型口開き変形解析手法を用いて金型口開き量を求め

た．開発したセンタープレス型盤と従来型盤の金型口開き量の比較を図５に示す．センタープレ

ス型盤では，金型中央Ｅ部の口開き量をほぼ零に低減しており，ゲート周りの口開き量を大幅に

改善し，バリを大幅に減らすことが期待できる構造である． 

図５ センタープレス型盤と従来型盤の金型口開き量比較 

3.4 ボールねじ面圧分布解析手法の開発 

可動盤の開閉は，両サイドに取り付けた２軸のボールねじをサーボモータにて駆動することに

より行う．ボールねじには，可動盤及び金型を駆動する軸方向荷重だけでなく，加減速時の型盤

及びボールねじ支持構造体の変形や取付け面の傾きによる曲げの影響により面圧が上昇し，ボ

ールねじ寿命を低下させる恐れがある． 

このため，型盤・ボールねじ支持構造部品の応力・変形解析のみならず，これの変形によって
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生じるボールねじ面圧分布も構造解析と連成させる解析手法を開発した．図６に型開閉機構の

解析モデルと型盤の応力解析と加減速時の変形解析及び加減速時のボールねじ面圧分布解析

例を示す． 

図６ 型開閉機構とボールねじ面圧の連成解析 

3.5 ボールねじ寿命評価技術の開発 

ボールねじの転動疲労寿命評価法は，ボールねじメーカでも確立していなかったため，当社独

自のボールねじ寿命評価技術を開発した． 

実機サイズのボールねじに，油圧シリンダにて負荷荷重をかけて往復動運動するボールねじ

耐久要素試験機を製作し，検証試験を行った．図７にボールねじ耐久要素試験機を示す．まず，

初期に負荷荷重及びナット部の応力及び変形を計測し，続いて荷重加速による耐久試験を実施

した． 

 

耐久試験 

（ボールねじ寿命評価） 

射出 大速度、 大圧力、 

大ストローク負荷試験 

図７ ボールねじ耐久要素試験機 

耐久試験は，５水準の面圧にて転動疲労によるフレーキングが発生するまで行い，各面圧毎

の破壊確率のワイブルプロットにより L10 寿命を算出し，転動疲労寿命式を整理した．フレーキン

グ剥離の発生状況は，ねじ溝転走面及び玉表面の状況を観察して評価した．図８に耐久試験に

より得られたボールねじ 大面圧と寿命曲線の関係を示す． 

これにより，実機 大荷重で，設計標準稼動ショットを満足できる面圧許容値を見出し，ボール

ねじ 大面圧が許容値以下になるように連成解析を繰り返すことで，型締機構を 適形状にする

ことができた． 
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図８ ボールねじ寿命曲線 

|4. 多軸同期ダイレクトドライブ射出装置 

薄肉成形に必要な高速高応答射出動作を実現するため，emⅡシリーズは４軸のボールねじに

それぞれ直結させた４台の DD サーボモータを，メカ的な同期ベルト等用いることなく同期駆動す

る多軸同期制御を用いている．これにより射出機構の慣性を低減して薄肉成形に重要な速度応

答性を向上させるとともに，動力伝達ロス，騒音，粉塵を低減し，ベルトの伸びやズレなどによる制

御精度安定性の阻害要因を排除した． 

図９に駆動方式の比較を示すが，他社機では，タイミングベルトで結ぶ減速機構と大径プーリ

を使用しており，慣性が大きく応答性改善に限界が生じる． 
 
 

 

図９ 射出装置比較 
 
そこで当社では独自のモータ電磁気解析技術及び制御シミュレーション評価技術を活用して，

射出装置専用の低回転高トルク特性の大容量 DD サーボモータとベルトレス多軸同期制御シス

テムを開発した．応答性の改善のみならず，ベルト張力調整や交換不要となり長期に射出精度が

安定するという長所がある．図 10 にシステム構成図を示す． 
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図 10 ４軸同期制御システム 

|5. 高分散高速可塑化と色替え迅速化 

当社のダブルフライトタイプの UB スクリュは，固溶分離ロングバリアにより溶融樹脂と未溶融樹

脂を分離し，高速回転時でも均一な可塑化品質を確保している．原料費低減のため，再生材や

顔料を混練するニーズが増えているが，成形サイクル短縮のため､スクリュ回転数を上げると成形

品の色分散不良が発生しやすくなる． 

そこで，高速可塑化時でも高分散を実現するために，UB スクリュ先端に高分散マルチフィン型

ミキシングを装着した MF-UB スクリュを開発した．図 11 に MF-UB スクリュとミキシング分散解析

及び分散過程の可視化と色残り改善イメージを示す． 

マルチフィン型ミキシングは，溶融樹脂の流動解析により高い撹拌効果を発現する形状を見出

し，溶融樹脂を模擬した擬似流体での分散過程を可視化することで，フィン形状・配置の 適化

を行い，溶融樹脂における高い攪拌効果を実現した． 

その結果，バンパー成形において，顔料マスタバッチ比率１％で色分散不良が無く，成形サイ

クル 25 秒を達成可能な可塑化能力を得ることができた． 

分散性能向上は，色替時における色残りを解消するので，色替えショットの半減も可能にした．

 

図 11 高分散高速可塑化 MF-UB スクリュ 

|6. まとめ 

射出成形品の品質向上と成形サイクルの短縮化のニーズに応えるべく，当社独自の高精度・

高速度化技術を開発し，省エネ省スペースの射出成形機を市場投入してきた．自動車用大型成

形部品のみならず，大型家電製品などプラスチック射出成形ユーザーに，ランニングコストを抑え

た生産性の高い機械を提供している．今後も機械の性能向上だけでなく，成形品の品質向上の

観点からも製品開発を行い，当社の技術総合力でお客様のニーズに応えていきたい． 
 

 


