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カーボンニュートラルに貢献する
大型２プラテン電動射出成形機「emⅢシリーズ」

よりスマートに！射出成形の最新技術

は じ め に

2020年10月，政府は2050年までに
温室効果ガスの排出を全体としてゼロ
とする，カーボンニュートラルを目指
すことを宣言した．世界各地において
も自然災害が多発するなど気候変動対
策が急務となるなか，世界的な潮流と
なりつつあるカーボンニュートラルへ
の取組みは企業として必要不可欠とな
ってきている．
そのような情勢のなか，当社は

2020年に販売開始した大型2プラテン
電動射出成形機emⅢシリーズ（型締

力1,050tf，1,300tf）に，新たに1600emⅢ
（型締力1600tf）を開発し販売開始し
た．図1に1600emⅢ -i120の外観，表
1に1050emⅢ，1300emⅢ，1600emⅢ
の仕様値を示す．
本稿では，emⅢシリーズについて
カーボンニュートラルへの貢献の観点
から，その特徴を紹介する．
射出成形機におけるカーボンニュー

トラルへの貢献は，二酸化炭素をはじ
めとする温室効果ガスの排出量を削減
するために，射出成形機の製造から使
用，廃却までの間における省資源化，
省エネ化を図ることである．省資源化，
省エネ化することで，資源から材料や
部品を製造するのに必要な火力や電力
を削減し，また，成形機の運転に必要
な電力を削減することで，温室効果ガ
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表１　emⅢ 仕様値

項　　　目 単 位
1050emⅢ 1300emⅢ 1600emⅢ

i50 i80 i80 i120 i80 i120

射
　
　
出

スクリュ直径 mm 90 105 105 120 105 120
射出質量（PS） g 2,630 4,180 4,180 6,240 4,180 6,240
最大射出圧力 MPa 177 177 177 177 177 177
射出速度 mm/sec 160 160 160 125 160 125
可塑化能（PS） kg/hr 470 630 630 810 630 810

型
　
　
締

型締力 tf （kN） 1,050（10,290） 1,300（12,749） 1,600（15,691）
型締ストローク・最大 mm 1,750 1,850 2,400
デイライト・最大 mm 2,250 2,500 3,200
タイバー間隔（H×V） mm 1,320×1,320 1,450×1,400 1,850×1,520
ドライサイクル
（EUROMAP 6） ― 3.6 s – 925 mm. 4.2 s – 1,015 mm. 未定

機械寸法（L×W×H） m 9.7×3.2×2.6 9.7×3.2×2.6 10.2×3.6×3.0 10.9×3.6×3.0 11.0×3.9×3.1 11.7×3.9×3.1

図１　1600emⅢ-i120の外観
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スの排出量削減に貢献する．これは，
もちろん射出成形機のユーザーにとっ
ても成形品の生産コスト低減にもつな
がる．

1．省資源化に貢献する2プラ
テン式型締機構

2プラテン式型締機構は当社が世界
に先駆けて1987年に油圧機として開
発し，電動機として進化させたemⅡ
シリーズに展開している型締機構であ
る．この永年の実績による経験と進化
により，当社の2プラテン式型締機構
は市場から評価を得ている．
ところで2プラテン式型締機構はト
グル式型締機構と通常比較されるが，
その特徴として軽量で省スペースな構
造が挙げられる．図2に示す通り，ト
グル式型締機構は，金型を搭載する固
定・可動プラテンのほかに，可動プラ
テンの後方にトグル機構を支持するた
めの3枚目のプラテン（図2ではリン
クハウジングを指す）が必要となる．
一方，2プラテン式型締機構は，型
開閉動作と型締動作を別の駆動機構に
分けることで，3枚目のプラテンを用
いることなく型締装置を実現する．こ
のため2プラテン式型締機構は機械全
長が短く，軽量な構造とすることがで
きる．
軽量化について，emⅢシリーズで
は，新たな型盤構造の採用やFEM強
度解析技術により，従来のemⅡに対
し機械剛性を同等以上としながら，機
械質量を更に25％以上低減を図った
（型締力1,300tf，スクリュ径φ120の
場合）．これは，同クラスのトグル機
の機械質量に対し，約40％（30ton以
上軽量）もの大幅に軽量な構造となる．
大型射出成形機の型締装置は数千

tonもの型締力を受け，数十 tonもの質
量を支持する構造が必要なため，その
使用部材はほぼ鉄資源による．すなわ
ち，emⅢシリーズは射出成形機の製
造過程において，軽量な分，鉄資源の

使用量が少ない省資源な射出成形機と
いえる．
省スペース性についても，emⅢシ
リーズは従来emⅡ対比，機械全長を
0.9m短縮した（型締力1,300tf，スク
リュ径φ120の場合）．これは同クラ
スのトグル機と比較して約2.0m短く，
型締力で2～ 3クラス小さい850～
650tfクラスのトグル機に相当するほ
ど機長が短い成形機である（図3参

照）．このコンパクトで軽量な構造に
より，成形機を設置する基礎コンクリ
ートの必要面積と厚さが低減できる．
すなわち，基礎コンクリートの必要量
の低減による省資源化にも貢献する．
加えて，軽量でコンパクトであるこ
とは，射出成形機の運搬・設置・廃却
における二酸化炭素の排出量削減にも
つながる．

図２　2プラテン式型締機構とトグル式型締機構

◆ ２プラテン式型締機構

◆ トグル式型締機構

可動プラテン タイバー

タイバー

金型

金型

固定プラテン

固定プラテン

型開閉用ボールねじ

トグル機構

トグルリンクリンクハウジング 可動プラテン

型締油圧シリンダ

図３　型締力1,300tf 機 全長比較（スクリュ径φ120クラス）

トグル機 1,300tf クラス：約13m

当社従来機 1300emⅡ：11.8m

1300emⅢ：10.9m New

（トグル機 650tf クラス：約10.5m）

650tf クラスと同等
約 2 m 短縮
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2．emⅢシリーズの省エネ性

（1）はじめに
電動射出成形機は，油圧射出成形機
に比べ省エネ性が優れていることは周
知であるが，電動射出成形機の中でも，
当社では電力回生型サーボアンプを採
用し，各動作の減速時のエネルギーを
電源に回生することで，更なる省エネ
化を図っている．
ここで，大型電動射出成形機におけ
る，各動作工程の消費電力の割合の事
例を図4に示す．
これより，以下のことがいえる．
①電力消費の主体は「可塑化」と「ヒ
ータ」である．
②型締装置が消費する電力の割合は
全体のおおよそ10～ 20％程度で
ある．

（2）型締装置の省エネ性
2プラテン電動機と電動トグル機と
の省エネ性については，明確な比較結
果はなかった．そこで，以下の対象機
と比較方法による消費電力測定結果に
基づき，省エネ性の比較検証を実施し
た．
①比較対象
a．2プラテン電動機：1600emⅡ（従
来機）

b．2プラテン電動機：1600emⅢ
c．電動トグル機1,600tf

②比較方法
　型締装置に関する消費電力を比較
することを目的に，「ドライサイ
クル（型閉・型締昇圧・型開）」
と「型締保持（冷却中）」に要す
る電力消費を比較した．ドライサ
イクルの条件はEUROMAP 6＊と
した．

＊EUROMAP 6（欧州規格）：射出成形
機のドライサイクル推奨定義．実測値．

③比較結果
　図5に示す通り，ドライサイクル
条件では，いずれの機種において
も同等であるが，型締保持におい
て差異が表れる．従来機emⅡは

型締保持中のポンプ運転による電
力消費により保持時間が長いほ
ど，電力消費が大きくなる結果と
なった．一方，emⅢは型締保持
中にポンプを停止するため，消費
電力がほぼ0となり，電動トグル
機と同等の結果となった．
　以上より，emⅢシリーズの型締
装置の省エネ性は電動トグル機と
同等の省エネ性を有しているとい
える．ただし，（1）に記載の通り，
射出成形機全体の消費電力に対す
る割合を念頭に省エネ性を評価す
ることが重要である．
④電動トグル機と同等の省エネ性を
実現した型締油圧システム
　emⅢシリーズでは型締油圧シス
テムの消費エネルギー低減技術と
して，図6に示すように下記の新

技術を採用した．
a．リークレス油圧回路
b．高圧化等による小流量化
c．型締め降圧時の電力回生（発電）
　このように，油圧回路の全面的な
刷新と，必要最小限の油圧ポンプ
運転とすることで，型締昇圧・保
持・降圧時のエネルギー消費量を
大幅に低減した．

（3）射出装置の省エネ技術
①UBスクリュの高可塑化能力によ
る可塑化省エネ性能．
　市場で好評を得ているUBスクリ
ュは，その高い可塑化能力と混練
性により，溶融樹脂の温度ムラが
少なく，高倍率マスターバッチの
色分散性に優れている．そのため，
当社シングルフライトスクリュに
対し，背圧，スクリュ回転数，バ

図５　型締装置の消費電力比較

ドライ

emⅡ（従来機）
型締保持中のポンプ運転
による電力消費

emⅢ
型締保持中 ポンプ停止
　⇒電力消費≒0
　　⇒トグル機同等

消
費
電
力
量
（

kW
h）

※1600emⅡ，電動トグル機1600tf：消費電力実測に基づく値
　1600emⅢ，1300emⅢ：消費電力実測に基づく推定値

2プラテン電動機 1600emⅡ
2プラテン電動機 1600emⅢ
電動トグル機 1600tf

ドライ＋保持20sec ドライ＋保持40sec

同等

New

図４　各動作工程における消費電力の割合の事例

機種：1300emⅡ-240（従来機，電動2プラテン機）
条件：製品質量：1,570 ｇ　材料：PP　成形サイクル：25 sec
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レル温度が低い条件で可塑化でき
る．すなわち，可塑化時の動力低
減により消費電力の低減につなが
る．スクリュ径φ120mm，樹脂
材PPの事例では，同一混練度合
で比較した場合，当社シングルフ
ライトスクリュに対し，UBスク
リュは可塑化時の消費電力におい
て約70％もの低減効果が得られ
る（図7参照）．
②射出専用のダイレクトドライブ
（DD）サーボモータによる高効率
射出機構．

　emⅢシリーズではemⅡシリーズ
で好評を得ている独自開発の大容
量DDサーボモータを搭載した射
出装置を採用している．その低慣
性特性は，射出速度を急減速した
際，オーバーシュートやスプリン
グバックを防止し，成形不良を低
減する効果があるが，加えてベル
ト・プーリを介さないことで，機
械効率が約10％向上するため，
消費電力低減にもつながる．
③エコバレルカバー（オプション）．
　エコバレルカバーは，可塑化バレ

ルカバーに断熱材を設けること
で，大気へのヒータ放熱を低減さ
せる省エネ技術である．ヒータの
節電効果は，標準カバー対比で約
30％消費電力を低減できる．
　また，エコバレルカバーは工場内
への放熱を低減できる為，特に夏
場の工場空調に要する電力も低減
できる．

3．ランニングにおける省資源
化

（1）グリス消費量低減
emⅢシリーズでは，可動盤のタイ
バーブッシュの廃止による給脂箇所削
減や，給脂量の見直しにより，従来
emⅡ対比でグリス消費量を約15％低
減した．
（2）作動油量低減
emⅢシリーズでは，前述の「省エ
ネ型締油圧システム」により，作動油
量を従来emⅡ対比約60％大幅に削減
した．また，作動油の平均流量自体を
低減させたことで，作動油の油温の上
昇も抑えられ，作動油劣化防止にも寄
与する．
（3）成形安定性による不良率低減
不良率低減は樹脂材の無駄な消費を
抑えることはもちろん，省エネ，生産
性においても重要である．emⅢシリ
ーズは，射出，可塑化，型開閉などの
各軸がサーボモータ制御であることに
より繰り返し安定性が高いことは周知
であるが，加えて以下の特徴により，
一層の不良率低減に貢献する．
①ダイレクドドライブ（DD）サー
ボモータによるオーバーシュー
ト，スプリングバックの防止．
②4点均等油圧型締装置による，金
型への均等で正確な型締力の負
荷．
③電動サーボ型開閉装置の対角配置
による，型開閉時の型盤平行度向
上．

図７　UBスクリュの可塑化省エネ性能

UBスクリュ 当社シングルフライトスクリュ

約70%

同一混練度合

混練不足 混練度合を上げるため，
背圧，スクリュ回転数，
バレル温度を上げる
必要がある

同一可塑化条件

比
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
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）

図６　省エネ技術-油圧システム

高圧型締シリンダ

圧力センサ サーボモータ制御と
降圧時電力回生リークレス油圧回路

・油圧の高圧化
・油圧容積最小化設計

ポンプ運転効率化型締保持時ポンプ停止

サーボ
ドライバ

PG

M

バルブ

油圧ポンプ

ACサーボモータ

・小流量化
・作動油量低減…前モデルemⅡ対比 60％減（1300tfの場合）

※図はイメージ
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4．生産性向上

生産性が向上することで，必要な成
形機設備台数も減らせることから，広
い意味で省資源化，省エネ化につなが
る．

emⅢシリーズは，前述の省エネ性，
省スペース性に加え，生産性を向上さ
せるハイサイクル成形でも業界トップ
クラスの性能を有する．
（1）ハイサイクル成形
従来，型締シリンダによって行って
いた離型動作を型開閉用ボールねじに
より高速駆動で行う「サーボ離型」モ
ードを追加し，かつ，型開閉等の各動
作を高速化した．これにより，従来の
1300emⅡ対比でドライサイクルを約
30％低減した．各機のドライサイクル
（EUROMAP 6）は表1に示す通り，業
界トップクラスである．
（2）型厚設定時間（金型交換　段取

り時間）
2プラテン式型締機構は型厚設定時
間が短く，多品種少量生産に有効であ
る．
トグル式型締機構の型厚設定は，ト
グル機構全体を固定プラテンに対して
型厚差分移動する必要がある．たとえ

ば型締力が1,000tfクラスにおいて，
直前に成形していた金型との型厚差が
250mmの金型に交換する場合，型厚
調整のためのトグル機構の移動時間は
平均110秒程度必要である．
一方，2プラテン型締機構は，可動
プラテンを型厚差分移動して型厚を読
み取り，タイバーロック位置を自動設
定する．同型厚差250㎜の場合，平均
10秒以下で型厚設定を完了すること
が可能であり，大幅な段取り時間の削
減により，生産性向上につながる．
（3）IoT成形品質管理システム
近年注目される IoT技術を活用する
ことで，射出成形機の統合的かつ効率
的な運用による生産性の向上が期待で
きる．

emⅢシリーズに搭載されている制
御装置MAC-Ⅸは，品質情報管理シス
テム「ROBOSHOT-LINKi」（ファナッ
ク㈱製）と接続することが可能である．
このシステム（図8）は，成形機の工
程監視や稼働実績表示，アラーム履歴
管理，成形状態がモニタでき，成形条
件設定データの相関解析を行える成形
品質データ機能を有している．
当社の IoTのフェーズマップを図9

に示す．

現在，フェーズⅠ「視える化」の段
階にあり，生産管理・品質管理のデー
タ集中管理機能や，トラブルが発生し
た時点の前後の入出力データを自動取
得して原因究明時間の短縮につなげる
ドライブレコード機能がすでに活用さ
れている．また，世界的な規格標準化
の 動 き に 対 応 で き る よ う に，
EUROMAP63ミドルウェアにも接続
ができる．近日，フェーズⅡ「つなが
る」でOPC40077をはじめとした各種
次世代規格やトレーサビリティーへの
対応，保全情報などの遠隔取得が可能
になる予定である．

お わ り に

当社は，「いいものを世界に」とい
う企業理念のもと，国内外のあらゆる
ユーザーの期待と社会のニーズに応え
る優れた製品とアフターサービスを提
供することを使命としている．本稿の
テーマであるカーボンニュートラルへ
の取組みは社会にとって必要不可欠な
ニーズであり，当社はより一層その取
組みを加速させていく所存である．
また，当社の事業活動そのものが，
カーボンニュートラルとも関係が深い

図８　IoT 品質情報管理システム

工程監視 稼動実績

成形モニタ

相関分析

アラーム履歴 成形条件通信

サーバ
・通信機能
・各種アプリケーション クライアント
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LINKi 
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LINKi 
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（UF） IMM2

（MD）

IMM3
（MACⅨ）

IMM4
（MACⅧ）
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SDGs（持続可能な開発目標）と深く
関わっている．環境保全においても，
VOC（揮発性有機化合物）排出削減
可能な環境に優しい水溶性塗料を採用

するなど，その取組みを拡大している．
今後とも，当社は環境に配慮し，ユ
ーザーの生産活動と社会に貢献する製
品，アフターサービスを提供する企業

として，より一層の努力を重ねていき
たい．

PhaseⅢ
Intelligent知能化PhaseⅡ

Linked つながる

図９　IoT フェーズマップ

現　在

将　来

PhaseⅠ
Visualization視える化

LINKi 
・生産情報表示
・稼動実績・アラーム履歴
・多数台一括管理

LINKi 
・トレンドデータ蓄積
・グラフ表示，統計・分析

IoT BOX
（エッジコンピューティング）
・各種データ取得，グラフ表示

ミドルウェア対応
（EUROMAP63） 

成形品質管理
・成形不良発生原因予測
　（画像，重量）

リモートサービス
・自動サービスコール機能

予防アラーム機能
（予知保全）
・モータ，センサ，ボール
　ねじなどの故障予兆検知上位システム/

周辺機器連携
・OPC-UA対応

制御装置遠隔接続
（インターネットVPN）
・ラダーモニタ ，画面モニタ，
　ドライブレコーダ取得 

Mold Trend
・トレンド/波形データ
　蓄積，グラフ表示

稼働履歴機能 
・稼働データ累積（モータ動作距離,
　ヒータ通電時間）
・アラーム/警報表示

ドライブレコーダ機能 
・アラーム発生時の状態保存

生産管理

品質管理

予防保全

遠隔保守

LINKi：「ROBOSHOT-LINKi」


