
アーブルグ：各種アプリケーションとシステム 

アーブルグのノウハウと射出成形技術は継続して行なわれている基礎研究ならびに開発から生まれていま

す。あらゆる分野、成形方式に要求される成形品の製造において、モジュール化された製造プログラムに基

づき個々に応じた解決方法で満足いく結果を出しています。メイドインアーブルグ/ドイツの精神に基づき

成形品デザインから生産計画を含めた射出成形加工方式、システムを開発しています。 

 

新の射出成形機 ハイブリット オールラウンダー1120Ｈ  

この射出成形機は型締力 6.500ＫＮで、新開発した

多様な成形方式に対応した 新の方式を採用した

GESTICA 制御装置が搭載され、型締ユニットは電動

トグル方式で、射出ユニットは 新の油圧制御方

式を用いてダイナミックな精密な制御を達成して

います。 

 

 

オールラウンダー 

多くの分野でフレキシブルに対応できる成形

性とテクノロジーを備えた射出成形機であ

り、多くの分野で使用されています。 

Ｓ直圧、Ａ電動、Ｈハイブリット、Ｔ竪型が

あり、機種によって異なりますが、型締力

125～5000ＫＮまでの範囲で対応しています    

マルチコンポーネント成形 

異材質成形に対応した成形機であり、写真は特殊成形機ですが、２材質

成形には水平Ｌ型 垂直Ｌ型、水平パラレルの方式があり、要望に合っ

た成形方式が選択できます。また射出ユニットの組合せは自由に選択で

き、 適な組合せ、さらに回転装置、インターバル装置、ロボットも提

供できます。また異材質成形にも対応できます。 

 

ＬＩＭ（ＬＳＲ）射出成形 

アーブルグ社が１９８０年に開発実用化した成形方式で、多くの

納入実績があります。液状シリコーン、ミラブル材のようなエラ

ストマーの成形の高品質、経済的な成形方式と、この成形に必要

とされる液状材料の供給装置、真空装置、離型装置等も含めて提

供します。この種のエラストマーの成形にも対応で

きるインジェスター、ベルト材のフィーダーも用意

していますので、各種エラストマーのバリなし成形

が可能です。この種の成形に対応できるように計

量、射出は 0.001ｃｃｍで制御しています。  



パウダー材の射出成形 

パウダー状の材料（ＰＩＭ）の射出成形でメタル（ＭＩＭ）またはセラミッ

ク（ＣＩＭ）による高度な複雑な形状の成形可能性を解決できる技術を提供

することができます。成形品にキズ、損傷があれば使用できないので、再現

性、高品質、完全な成形品の射出成形が要求され、成形品取出しも含めて経

験に基づき理想的な成形装置を提供できます。アーブルグはセラミック、メ

タルパウダーの射出成形は多くの実績と経験があり、各分野で使用されて  

ます。 

 

クリーンルーム対応射出成形 

医療関係のクリーンルームでは必要な規格と規定をクリアーし、要求品質

保持のためにクリーンな環境が必要であれば、その要求に基づき相応する

クリーン度を有したクリーンルームが構築できます。射出成形機オールラ

ウンダーは要求レベルに基づき対応できる構造であり、フレキシブルに適

応できます。要求する品質、クリーンな成形品の成形が可能です。また 

機械重心が固定盤直下にあり、嵩上げが簡単にできるので、良好な成形工 

         場環境が維持できます。 

 

マイクロインジェクションユニット 

重量 1g 以下のマイクロ成形品の生産は、今日では一般的な成形品であり、モ

ジュール化されたオールラウンダーで成形可能です。高価な特殊な機械を使用

しないで、標準のオールラウンダーで対応できます。オーラウンダーはマイク

ロ成形に対応できるように、スクリュ径 15 または 18ｍｍの射出ユニットがあ

りますが、射出スクリュ径 8ｍｍの特殊射出ユニットを取り付けることで従来

の射出成形機でマイクロ成形品の成形が可能です。このユニットはマイク成形 

             で材料のファーストインファーストアウトと良好な可塑化を保障しています。 

                

ラベル、パッキング射出成形テクノロジー 

この種の要求は完全なシステムの構築であり、同時にこ

の業界では高エネルギー効率において 大の生産量が要

求される。このためにエネルギー効率も含めて多くの要

求をオールラウンダーの射出成形技術で解決しました。 

特にラベリングではショートサイクルと高い動作安定性が

24 時間、365 日間省エネルギーで高生産が要求されている。    

          これに対応したシステムを構築しました。 

 

竪型射出成形機 

標準のオールラウンダーの型締ユニットを縦型に配置とタイバーレス、

ローターテーブルーの成形機があり、 適な機械が選択できます。特徴

はどの竪型成形機でも射出ユニットが縦と水平な位置に組み替えできま

すので、成形品に合った成形方式を幅広く応用でき、またタイバーレス

の機械は自動化ラインに組み込むことも可能です。 



高範囲な特殊分野の成形に対応した応用技術 

開発者として経済的に、なおかつ長期間生産するために、要求する生産プロセスの継続を考慮し開発す

る必要があり、このために要求する新しい成形方式と材料が適合することです。また革新的な機械と装置

技術も重要です。特に新しい方式を導入することにが必要であり、また幅広い応用技術をサポートし、金

型、周辺装置メーカーとの協力も考慮し、成形プロセスを構築することです。 

オールラウンダーとプロセスも含めて管理できるセロジカ制御装置とで理想的なシステムをご提供します。 

 

インサート成形 

リールアンドリール成形方式：リールフレームインサート成形方式 

熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂または液状材料に対応できる装置です。ハイブリ

ット成形品の樹脂とメタルとのコンビネーションはアーブルグの竪型またはロー

タリーテーブルで可能であり、要求に応じて対応できます。 

良な例として、自動インライン成形に対応したリールアンドリール装置です。

それによってリールフレームの問題のない品質のインサート成形が可能になり

ます。 

 

長繊維ダイレクトコンパウンド方式（ＦＤＣ） 

ＦＤＣ－装置：エンドレスファイバーカットとそれを溶融樹脂内に挿入するシステ

ム。 

ＦＤＣプロセスは 長 50ｍｍのファイバーを可塑化溶融樹脂内に挿入するシス

テムであり、成形品の耐久性を高め、それによって肉厚を軽減することができ

ます。 

 

 

 

エラストマー射出成形 

ベルトフイーダー：ベルト状の材料の確実な成形方式 

エラストマーの射出成形と柔軟な形成可能な材料に対してオールラウンダー

の射出ユニットにベルトフイーダーを追加装備した仕様であり、特殊スクリュ

内にエンドレスに材料を送り出す。 

 

 

 

 

4 ホットメルト射出成形 

ホットメルトは接着剤であり、それによって電気部品を完全に封止でき、耐水性を備えた安価な材料であり、相当す

るシリンダーモジュールで高い成形加工品質が達成できます。 

 

5 ウッドポリマーの射出成形 

ウッドープラスチックーコンパウンド（ＷＰＣ）を射出成形機オールラウンダー問題なく成形加工できます。添加物質

によって適合するスクリュと逆止弁が用意されています。 



微粒子発泡成形 

ＰＶＳＧ成形方式で発泡成形品を樹脂で完全密着結合できます。ＥＰＰまたはＴＰＥの

ような微粒子発泡成形品の優位性とＡＢＳ，ＰＰまたはＴＰＥの熱可塑性樹脂との溶

融密着成形ができます。 

 

 

 

7 射出圧縮 

射出圧縮成形は充填と保持圧工程中にキャビティの容積を変化させる成形法であり、それによって例えば厚肉成

形品の応力を低減とヒケのない成形品を成形することができます。複雑なこの成形工程は詳細なプロセスの知識

ならびに再現性が確保できた機械技術が必要です。自由度が高く、ユニバーサルなプログラム設定が可能である

ことと再現性が要求さるので、セロジカ制御装置で射出圧縮をプログラム設定することができます。 

 

発泡成形 

ProFoarm-材料ホッパーは材料と圧縮ガスを連続供給する装置です。 

ProFoam と MuCell は物理的な発泡方式で組成された微発泡ガスが充填され

た可塑化溶融樹脂が作られ、射出工程で微細な細胞構造が成形品内に滞留

し、それによって軽量な射出成形品が形成されるので、ヒケを除去でき、収縮と

ソリを 小限にすることができます。 

 

 

  

インモールド加飾成形方式 (IMD) 

IMD 成形方式でプラスチック成形品の高品質な表面装飾が可能になり、装飾

されたポリエステルフイルムを射出成形工程で成形品に転写することができ

ます。エンドレスなデコレーションフイルムの送り出し、巻き取り装置はロボッ

トシステムにようにアーブルグから供給できます。 

 

 

 

 

10 インモールドラベリング（IML） 

IML 成形方式はハイサイクル成形の容器等の成形に 適であるが、例えば薄肉の成形品に直接金型内でラベル

を貼り付けるために、テクニカル成形にも応用できます。そのために予め完成したフイルムをロボットシステムまた

は高速ＩＭＬシステムで金型内にフイルムをインサートします。このシステムはアーブルグのすべての技術で対応し

ています。 

 

11 ガス、液体アシスト射出成形（FIT） 

射出工程中にガス（ＧＩＴ）または水（ＷＩＴ）をキャビティ内に注入され、成形品内に空間を作ることであり、セロジカ制

御装置は射出開始からガスまたは水インジェクションをタイム、ストロークまたは圧力で切り替えることができるので、

それによってすべてのＦＩＴアシスト成形方式に対応できます。 

 



 

 

特許ペレットチャンバー供給装置でペレットに圧縮ガス（窒素、炭酸 

ガス）を挿⼊し、その材料を標準可塑化シリンダーで混合可塑化する装置 

物理発泡技術で普通の標準射出成形機

で内部発泡構造のソリのない良好な転

写性を得ることができます。 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

図から分かるようにミキシング機構がないので、ガラス繊維強化

された材料のせん断が少なく、ペレット含有繊維の長い状態の発泡材料が得られので、強度

がある成形と肉薄の成形品が達成できる。それによって高強度の軽量な部品が成形される

ので材料が節約でき、さらにヒケが改善でき、収縮とソリも最小値にすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フレキシブルな応用：機械は制限なく従来の射出成形機として使用できる。 

・簡単なプロセス制御：活性ガス圧の設定調整作業のみ必要である。 

・ミキシング機構がない標準スクリュ：ガラス繊維強化材料にせん断力が作用しない。 

・均質な発泡組織 

 



Takahagi
スタンプ

Takahagi
スタンプ

Takahagi
タイプライターテキスト
例：エアバックーケース

Takahagi
タイプライターテキスト
例：オーガニックシートとのコンビネーション

Takahagi
スタンプ

Takahagi
スタンプ

Takahagi
タイプライターテキスト
・キャビティ数：２・成形品重量：３３０ｇ　長さ２８０ｍｍ・サイクルタイム：７０ｓ・材料：ＰＰ＋グラスファイバーボビン

Takahagi
タイプライターテキスト
キャビティ：１成形品重量：２０２ｇ　５００ｍｍ長さサイクルタイム：４０ｓ材料：ＰＰ＋クラスファイバーボビン＋オーガニックシート

Takahagi
タイプライターテキスト
直圧式オールラウンダー８２０Ｓと長繊維―ダイレクト射出成形方式でケースを成形。成形品は縦型ロボットーシステム　MULTILIFT SELECTで取出し、ボックス自動交換装置が組込まれたパレットシステムのボックスの中に置かれます。この自動化されたプロセスでコスト的に有利な高強度を持った成形品の成形が可能になりました。

Takahagi
タイプライターテキスト
６軸ロボットが２枚のオーガニックシートをチャックの中で温め、柔らかくなった温度でLIPA金型（軽量化のプロセスのアプリケーション）にセッティングし、シートが形成され、同時に長繊維―ダイレクト射出成形で機能材と補強材エレメントが付け加えられる。結果は高強度と軽量の結合構造部品ができる。
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鋳物
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結合構造品
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スタンプ
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スタンプ

Takahagi
スタンプ
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スタンプ

Takahagi
タイプライターテキスト

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維―ダイレクト射出成形による改良度

Takahagi
タイプライターテキスト
強度
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強固性

Takahagi
タイプライターテキスト
粘り強度

Takahagi
タイプライターテキスト
ファイバー長さ[mm]

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維―ダイレクト射出成形において５０ｍｍまでの長さのファイバーをダイレクトに溶融樹脂の中に挿入され、同じ強度の成形品において肉厚の薄い軽量な成形品が作られ、または金属から簡単にプラスチックスに置換えられます。

Takahagi
タイプライターテキスト
構造品の中のファイバーの長さによって機械的特性が良くなり、今まで材料の製造と計量ならびにペレット形状から長いファイバーでの加工は失敗していました。しかしながらアーブルグとSKZで開発した長繊維―ダイレクト射出成形が長いファイバーのインライン供給とそれによってプラスチックスの強度を上げる新しい方法が可能になりました。　

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維ペレットに対して長繊維―ダイレクト射出成形は多くの利点があります。

Takahagi
タイプライターテキスト
・ここに応じたファイバーの長さ、割合、材料のコンビネーションを調整によって目的にあった構造品の特性が可能・溶融時のファイバーの損傷が少ない・構造品の中の長いファイバーによって高い強度・高価なベース材料を使う必要がない

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維入りペレット

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維

Takahagi
タイプライターテキスト
ﾛﾝｸﾞﾌｧｲﾊﾞｰﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ

Takahagi
タイプライターテキスト
コスト利益

Takahagi
タイプライターテキスト
PP

Takahagi
タイプライターテキスト
接着材料

Takahagi
タイプライターテキスト
PP LGF30

Takahagi
タイプライターテキスト
2.65EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト
1.40EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト
1.35EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト
3.50EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト
1.19EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト

Takahagi
タイプライターテキスト
1.46EUR/ｋｇ

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維ファイバー　特殊技術

Takahagi
タイプライターテキスト
溶融材料の中にファイバーのカッティングとインライン挿入は特殊な技術です。・射出ユニットに取付けられた電動サーボモーター駆動のサイド供給装置がエンドレスでファイバー長さ１５－５０ｍｍ長さにカットし、そのファイバーピースを溶融材料の中に挿入する。・射出ユニット２１００用特殊シリンダーモジュールこれ以外は問い合わせください。・ツーステージを持ったスクリューが挿入されたファイバーと溶融の混練可塑化する。・セロジカ制御装置で簡単なプログラムとデーターセット、品質監視機能が可能です。

Takahagi
タイプライターテキスト
長繊維―すべての可能性

Takahagi
タイプライターテキスト
コストダウンのための経済的なシリーズ生産がこの成形方式の開発目標である。・使用できる材料の多様性：すべての安価な樹脂がグラスファイバーで個々に応じて強化できる。　これ以外のファイバーと炭素繊維については問い合わせください。・少ない設備投資額：標準の射出成形機が使用できる。型締力２，５００ｋＮ以上・早い交換作業：単一構造のサイド供給装置によって異なったオールラウンダーにユニバーサルに応用できる。・最大のフレキシブル性：熱可塑性樹脂成形シリンダーモジュールでいつでも標準的な射出成形ができる。・高荷重に耐える軽量構造品：オーガニックシート用のロボットシステムで自動成形可能。
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