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１．はじめに 
射出成形は、加熱シリンダ内で溶融した樹脂を

金型内に高圧で流し込み、冷やして固めることで

形状を転写・凍結させる、プラスチックの代表的

な成形技術である。射出成形過程、特に金型内で

の流動から冷却・固化に至る過程では様々な不良

現象が発生し、生産現場で大きな課題となってい

る。 
冷却過程で発生する型内離型は、冷却が不均一

になり、ひけやそりなどの成形不良を引き起こ

す。離型前後で成形品の冷却条件が極端に変化し

その後の成形品特性を決定づけるため、離型挙動

を検知することはこうした不良発生の予測・低

減、また成形の安定性評価に極めて有効である。

ところがこれまで離型タイミングを毎ショット

計測できるセンサは市販されていなかった。 
２．目的 
本研究では、市販されているセンサを用いて成

形過程を計測した際の波形変化に注目し、波形変

化からこれまで計測できなかった成形現象、また

は不良などを検知する、センサの新しい利用技術

の確立を目的とする。 
具体的には、極細径の赤外線式放射温度センサ

を利用した離型計測について検討する。ここで

は、金型部品のエジェクタピンに装填できる極細

径の赤外線式放射温度センサを用いて成形過程

における樹脂温度を計測し、その波形変化から成

形品が金型から離型する挙動を検知する方法を

提案する。こうした考えに基づき検証実験により

本手法の有効性を確認すること、また、本計測手

法を各種条件に適用し、各種条件の離型挙動を具

体的に明らかにする。 
３．実用的な価値 

本研究は、これまで生産現場で把握できなかっ

た離型挙動を市販のセンサを用いて検知する手

法を提案したものである。本手法は、生産現場で

直面している成形不良の予測・低減が期待される

ことから、実用的な価値は高い。また、特殊な金

型、センサを用いずに、市販センサを利用した技

術であり、ソフト的な開発のみで実現可能で、早

期の実用化も大いに期待される。 

４．温度センサを用いた離型検出の検証

一般的に赤外線放射温度センサは樹脂から放

射されるふく射エネルギーをもとに温度を計測

している。センサ面と樹脂面との界面の接触状況

が変化すると、冷却条件の変化に伴って不連続な

温度変化を引き起こすものと予測される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
そこで、保圧・冷却過程の温度計測波形において、

不連続に変化する点を読み取ることで離型生成

を特定できるものと考えられた。こうした考えの

もと、ガラスインサート金型 1)を用いて離型過程

を直接観察し、その際のセンサ出力波形を確認す

ることで本手法の有効性を検証することとした。
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ガラスインサート金型の外観を Fig.1 に示す。

プリズムガラスを介してキャビティ平面方向か

らの観察が可能となっている。ここでは、幅

40mm、長さ 85mm、厚み 2mm の矩形キャビティ

（Fig.2 参照）においてゲートから 40mm に設置

した赤外線放射温度センサ（EPSSZT，外径φ

mm（センサ内径φ1mm），アンプ EPT001S，双

葉電子工業㈱）を用いて温度計測を行い、同時に

対向からハイスピードカメラ（MEMRECAM 
HX-3，㈱ナックイメージテクノロジー）で離型

挙動を観察した。 
Fig.3 に結果を示す。Fig.3 は、冷却過程におい

てセンサ表面上を離型が進展する前後のセンサ

出力挙動および観察画像を示している。t1,t2 は

それぞれ離型前後を示しており、その間で出力波

形が低下することが確認された。離型に伴ってセ

ンサ表面と成形品表面にエアが介在することで

樹脂からの放射エネルギーがわずかに減衰し、温

度が低下したものと推察された。これより、冷却

過程での温度センサ出力波形における不連続点

から、離型生成開始を検出できることが実証され

た。 
５．リブを有するキャビティにおける離型計測 
５．１ 実験方法 

リブを有するキャビティでは、平板部とリブ部

裏面で肉厚の違いにより離型挙動が大きく異な

るものと予想される。ここでは、リブを有するキ

ャビティにおける平板部とリブ部裏面の型内離

型挙動を本手法により計測した。 
実験で使用したキャビティを Fig.4 に示す。キ

ャビティ中心に厚肉リブを有し、ゲートから

40mm の位置におけるリブ裏面（A）および平板

部（B）の 2 か所で計測した。温度センサはエジ

ェクタピン形赤外線放射温度センサ（EPSSZL，
外径φ mm（センサ内径φ1mm），双葉電子工業

㈱）を使用している。射出成形機は ROBOSHOT 
α-100iALinear（ファナック㈱）を、材料は PP 
（MA3, 日本ポリプロ㈱）を使用し、カーボンブ

ラックで黒色に着色した場合についても比較の

ため計測した。成形条件は、射出率 100cm3/s、保

圧 10, 40MPa とし、金型温度を 80℃とした。 
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５．２ 実験結果と考察 
異なる位置において、温度センサにより計測し

た出力波形の一例を Fig.5 に示す。A はリブ裏面、

B は平板部で、それぞれ厚みが 6mm（リブ深さ

方向）と 2mm である。充填過程では、いずれの

位置でもフロントがセンサを通過することに伴

い急激に温度が上昇している。保圧、冷却過程で

は温度が低下するが、計測位置によって挙動が大

きく異なっている。A（リブ裏面）では緩やかな

温度低下に対して B（平板部）では約 100℃まで

急激に温度が低下していた。B（平板部）では肉

厚が薄いためリブ裏面に比べて温度の低下が速

かったものと考えられた。その後は、いずれも約

28s で型開きとともに大きく温度が変化してい

た。A（リブ裏面）では約 22s において不連続な

温度低下が観察され、型内離型の発生が確認され

た。それに対して、B（平板部）では型内離型は

発生していなかった。 
次に着色材料を用いて同様の計測を実施した。

A（リブ裏面）での着色有無材料の比較結果を

Fig.6 に示した。無着色材料では冷却過程で不連

続に温度が低下するのに対して、着色材料ではフ

ロント通過直後に急激に温度が低下し、その後、

無着色材での不連続な温度変化が発生したタイ

ミングで温度上昇が確認された。着色有無による

センサ出力の違いは、着色材料では表層温度を反

映し、無着色材料は内部温度を計測しているもの

と考えられる。すなわち、肉厚部では冷却過程に

おいて離型が発生することで成形品表面から型

表面への伝熱がなくなり、内層樹脂からの伝熱に

より表層部が温度上昇したものと推察された。こ

うしたリブ裏面の温度上昇は、“ツヤ戻り現象”

としてリブ裏面の転写率を低下させて光沢ムラ

の生成原因となることがこれまでの研究 1)でも

明らかになっており、これまでの考察を裏付ける

結果が得られた。 
各条件における温度計測波形から離型生成開

始を読み取り、比較した結果を Fig.7に示す。Fig.7
は、計測部位と保持時間が異なっている。いずれ

の保持時間でもリブ裏面では保圧が高くなると

離型生成の開始が遅くなっており、保圧の効果が

顕著に示されていた。リブ裏面では平板部に比べ

て冷却が遅くなるため保圧による効果が大きく、

これによって型内離型が遅延したものと推察さ

れた。 

６．まとめ 
赤外線放射温度センサを用いて離型開始を計

測する手法を新たに提案し、可視化による検証実

験によって温度計測波形の不連続変化から離型

を特定できることを実証した。本手法は、高型温

条件に適していることからエンプラ等での計測

に適用されることが期待される。 
 
参考文献 
1) 横井,村田,坂本：成形加工, 6, 349(1994) 
2) 横井 ,岩田 ,岩渕 :成形加工シンポジア ’99, 

129(1999)    
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Fig.6 Comparison of change in temperature sensor  
output at different coloring conditions  
(A(Rib area), Holding pressure:40MPa, 1s) 
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Fig.7 Relationship between holding pressure  
and start time of demolding
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