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はじめに

射出成形法では射出工程において，固定型と

可動型の勘合により形成される空間に元々存在

した空気と射出・充填工程時に溶融樹脂から発

生・供給されるガスが混在した気体（以後，混

合ガスと称する）を金型外部に排出する必要が

ある．排出が不十分な場合に，ショートショッ

トやヤケなどの成形不良が発生し，発生現象に

ついて研究 されている．具体的にこの様な成

形不良を防止するため，ガスを排出するための

ベント機構が金型に存在する．金型分割面，エ

ジェクタピンや入子など，各部品同士の接合面

の隙間は，製作や運用によってベントとして機

能する．また，ガスの効果的な排出に特化した

製品も存在する．これまで筆者らは，通気特性

を有する多孔質の金属材料を用いて，成形中の

混合ガスの排出による成形性の向上あるいは薄

肉形状の成形品等について検討 してきた．

２．目的

本研究では，射出成形中に金型内部から金型

外部へ混合ガスを排出する方法を提案し，排出

機講を開発する．成形実験を通じて各種物理量

を計測し，これを評価することで開発した排出

機構の有用性を検証する．

３．実用的な価値

成形中の混合ガスの排出は，成形不良の低減

および成形性の向上のみならず，充填工程中に

溶融樹脂からのガスの発生が特に多い樹脂程，

金型のメンテナンス性の向上を期待できること

から，実用的価値は高いと考える．

４．ガス排出機構の基本コンセプト

射出成形で成形された成形品は，製品として使

用される成形品部分（以後，製品パーツと称する）

と，スプル，ランナー，ゲートと呼ばれる成形の

ためにのみ必要な部分（以後，生産パーツと称す

る）により構成される．一般的な成形品は，その

流動過程において，製品パーツは流動下流に，生

産パーツは流動上流に属する．通常，生産パーツ

の領域を樹脂が流動する際，この領域の混合ガス

は製品パーツに流入する．よって，生産パーツの

領域の混合ガスが，その下流に存在する製品パー

ツの領域への流入を防止できれば，製品パーツの

領域での成形不良を低減できる可能性がある．加

えて，充填初期段階において比較的多くの混合ガ

スが排出されていると考えられる ため，高い効

果を期待できる．同時に，製品パーツの形状は多

種多様な反面，生産パーツの形状は，比較的単純

形状である場合が多く，設計上の対応しやすさも

期待できる．

本研究では，図１ に示す様に，スプルーブ

ッシュとゲートの間で，生産パーツの領域を分割

可能な可動コマ体を配置する．可動コマ体はバネ
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図１ 排出機構の動作例
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1. はじめに 

射出成形法では射出工程において，固定型と

可動型の勘合により形成される空間に元々存在

した空気と射出・充填工程時に溶融樹脂から発

生・供給されるガスが混在した気体（以後，混

合ガスと称する）を金型外部に排出する必要が

ある．排出が不十分な場合に，ショートショッ

トやヤケなどの成形不良が発生し，発生現象に

ついて研究 1),2)されている．具体的にこの様な成

形不良を防止するため，ガスを排出するための

ベント機構が金型に存在する．金型分割面，エ

ジェクタピンや入子など，各部品同士の接合面

の隙間は，製作や運用によってベントとして機

能する．また，ガスの効果的な排出に特化した

製品も存在する．これまで筆者らは，通気特性

を有する多孔質の金属材料を用いて，成形中の

混合ガスの排出による成形性の向上あるいは薄

肉形状の成形品等について検討 3)-6)してきた． 

２．目的 

本研究では，射出成形中に金型内部から金型

外部へ混合ガスを排出する方法を提案し，排出

機講を開発する．成形実験を通じて各種物理量

を計測し，これを評価することで開発した排出

機構の有用性を検証する．  

３．実用的な価値 

 成形中の混合ガスの排出は，成形不良の低減

および成形性の向上のみならず，充填工程中に

溶融樹脂からのガスの発生が特に多い樹脂程，

金型のメンテナンス性の向上を期待できること

から，実用的価値は高いと考える． 

４．ガス排出機構の基本コンセプト 

射出成形で成形された成形品は，製品として使

用される成形品部分（以後，製品パーツと称する）

と，スプル，ランナー，ゲートと呼ばれる成形の

ためにのみ必要な部分（以後，生産パーツと称す

る）により構成される．一般的な成形品は，その

流動過程において，製品パーツは流動下流に，生

産パーツは流動上流に属する．通常，生産パーツ

の領域を樹脂が流動する際，この領域の混合ガス

は製品パーツに流入する．よって，生産パーツの

領域の混合ガスが，その下流に存在する製品パー

ツの領域への流入を防止できれば，製品パーツの

領域での成形不良を低減できる可能性がある．加

えて，充填初期段階において比較的多くの混合ガ

スが排出されていると考えられる 7)ため，高い効

果を期待できる．同時に，製品パーツの形状は多

種多様な反面，生産パーツの形状は，比較的単純

形状である場合が多く，設計上の対応しやすさも

期待できる． 

本研究では，図１(a)に示す様に，スプルーブ

ッシュとゲートの間で，生産パーツの領域を分割

可能な可動コマ体を配置する．可動コマ体はバネ
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の力によって，プレートに押しつけられる．排気

については，プレートとスプルーブッシュの間の

適切な場所に，排気コマ体を配置する．これは，

通気特性を有する多孔質金属である．溶融樹脂と

可動コマ体の間に存在するガスは，射出に伴う溶

融樹脂の進展によって，その圧力は上昇し，排気

コマ体を通じて，金型外部へ排出される．図１

に示す様に，溶融樹脂のメルトフロントが可動コ

マ体に到達の後，可動コマ体は，溶融樹脂により

後退させられ，分割状態は解除される．溶融樹脂

は下流方向に流動し，製品パーツに充填後，成形

を完了する．

５．成形品形状と製作金型

図２に，想定する成形品のモデルと製作した金

型を示す．溶融樹脂の流動過程について，点（ ）

より射出された溶融樹脂は，生産パーツである金

型内部のスプルを流動の後，点（ ）において流

動方向を 度方向転換し，点（ ）のゲートを通

過して製品パーツに流入し，点（ ）の成形品末

端に到達する．

排出性能の評価のため，成形中の混合ガスの捕

集が不可欠である．同時に，成形中の混合ガスが

金型内部で意図しない場所からの漏えいを防止

するため，エジェクタピンなどの可動部品の無い

特殊な金型を製作した．本金型は，固定型側およ

び可動型側にそれぞれ，１つあるいは２つのプレ

ートを重ねた構造とし，各プレートの間は リン

グを用いてシールする．可動型側のプレート（ ）

には，後述するブロック入子を配置する．図３に

示す様に，混合ガスの捕集は，可動型側の最大２

箇所からのみ捕集可能な構造とする．ガス排出経

路は，排出経路１（排気コマ体から排出される混

合ガス）および排出経路２（溶融樹脂が可動コマ

体を通過した後に排出される混合ガス）である．

なお，排気コマ体には，混合ガスを透過可能な多

孔質金属を使用した．

図４に示す様に，ブロック入子は２種類を準備

した．図４ は，通常の金型構造を想定したブ

ロック入子であり，可動コマ体を有さない．図４

は，可動コマ体を有するブロック入子である．

可動コマ体はその背後からスプリングにより力

が作用する構造をとり，その強さはスプリング後

方に配置する蓋の高さを変化させて実現する．こ

れにより，可動コマ体と固定型側のプレート（ ）
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が接触圧力を伴って接触し，前述した，生産パー

ツ領域の一時的な分割を実現する．なお，後述す

る各種物理量を計測するセンサの配置位置につ

いては，図５に示す．ガス圧力センサは，成形品

の末端部分に配置し，溶融樹脂流速センサは，樹

脂の流れを検知する必要があることから成形品

の末端部分より流動上流側に配置する．

６．検証実験

６－１ 実験方法

提案したガス排出機構を検討するために，次の

３つの検証実験を実施する．検証実験１：排出し

た混合ガス量（体積）による検証，検証実験２：

混合ガス圧力による検証，検証実験３：溶融樹脂

流速による検証．各検証実験での基本成形条件を

表１に示す．本実験は，混合ガスの排出状況によ

る影響を観察することから，保圧工程を省略する．

６－２ 検証実験１：混合ガス量による検証

図３に示した様に，本実験金型では，２つの場

所からのみ混合ガスを排気する構造となってい

る．排出経路１から捕集されたガスの体積を ，

排出経路２から捕集されたそれを とし，ショ

ートショットによる成形を用いて，充填中に発生

する混合ガスの体積を捕集する．なお，表２に本

実験での成形条件を示す．混合ガスは，水上置換

法を用いて捕集する．

図６に，ショートショットにより得られた混合

ガスの量を示す．スクリュー移動量の増加にした

がって， および ともに増加し，溶融樹脂

がゲート通過前後から， の体積に変化が無く

なる．これより，ゲート通過後は，排気コマ体か

らの混合ガスの排出が認められないことが確認

できる．そこで，射出開始からゲート前後で排出

すべき混合ガスの体積を とした場合，約

％程度の混合ガスを排気コマ体から排出可能

であることが認められ，提案構造によるガス排出

が機能していることを確認した．

６－３ 検証実験２：混合ガス圧力による検証

成形中の混合ガスの圧力を計測することで，提

案したガス排出機構の有用性を検討する．開発し

た機構から混合ガスが排出がされれば，成形時の

混合ガスの圧力値が低い値になると期待される．

なお，本実験で使用したガス圧センサは，成形中

に溶融樹脂と接触した場合，損傷する可能性があ

ることから，製品パーツの領域を完全に充填しな

表１ 基本成形条件
使用樹脂 / ノズル温度
保圧時間/ 圧力
冷却時間

型締力

PP / 220 (℃)
0 (s) / 0 ( MPa )
10 (s)
127 (kN)

表２ 成形条件（検証実験１）
射出率
スクリュー移動量
接触圧力

40 (cm3/s)
2→11 (mm)
5.7 (N/mm2)

排出経路１
排出経路２
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表３ 成形条件（検証実験２）
射出率
スクリュー移動量
接触圧力

40 (cm3/s)
7→10.0 (mm)
9.6 (N/mm2)

スクリュー移動量
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い．表３に，本実験での成形条件を示す．

図７に，スクリュー移動量の増加に伴う混合ガ

スの圧力変化を示す．スクリュー移動量の増加は，

未充填領域の体積が少なくなることを意味する

ことから，次第に混合ガスの圧力値は，上昇する．

最終的に，排出機構有りの場合は，排出機構が無

い場合と比較して，約 程度の圧力の低減を観

察し，ガス排出が効果的に作用してことが確認さ

れた．

６－４ 検証実験３：溶融樹脂流速による検証

成形中の溶融樹脂の充填時の流速を計測する

ことで，提案したガス排出機構の有用性を検討す

る．なお本報告では，計測システムによって変換

された流速値を用いず，溶融樹脂がセンサ上方を

通過する際，時間経過に伴って変化する際の電圧

値を読み取り，電圧値の変化が開始してから終了

するまでの時間（溶融樹脂のセンサ通過時間）を

もって，溶融樹脂速度とする．開発した機構によ

り，混合ガスが排出されれば，通過時間は短くな

ると期待される．表４に，本実験での成形条件を

示す．

図８に，射出率の増加に伴う溶融樹脂のセンサ

通過時間の変化を示す．全体の傾向として，排出

機構有は，排出機構無と比較して，短時間でのセ

ンサ通過を確認し，提案した排出機構の有用性を

確認できる．ただし，射出率が高くなるに従い，

排出機構の違いによる効果が消失する．この原因

については，今後の検討課題である．

７．おわりに

本研究では，成形中に金型内部から外部に排出

する必要がある混合ガスの排出方法を提案し，排

出機構を開発した．これは，成形時に生産にのみ

関係する成形品の領域を一時的かつ意図的に分

断することで，溶融樹脂の進展により，混合ガス

を金型外部に排出し，必要のない混合ガスを充填

工程の下流領域に輸送させないものである．

開発したガス排出機構を，排出した混合ガス体

積，成形時の混合ガス圧力，および溶融樹脂速度

から評価した結果，生産にのみ関係する成形品の

領域に由来する混合ガスの充填工程の下流領域

への輸送を低減させ，開発した排出機構の有用性

を確認できた．これにより，成形中の低減不良等

への効果を期待できる．
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表４ 成形条件（検証実験３）
射出率
スクリュー移動量
接触圧力
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11.5 (mm)
9.6 (N/mm2)
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