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DS I 加熱融着成形システムの特徴と適用事例

㈱日本製鋼所

１. はじめに
近年の成形業界において、製品に合わせた、もの
づくりの高付加価値および差別化技術の独自開発が
必要不可欠となっている。環境意識の高まりと、射
出成形機に求められる性能は低価格で高性能、軽量
化や高機能化など、幅広い加工範囲の機械仕様が要
求される中、多様化技術に積極的に取り組む姿勢も
強く求められている。これら成形業界の動向に伴い､
㈱日本製鋼所としては、顧客ニーズに応えるための､
ものづくり』の効率化に主眼を置き、新たな成形プ
ロセス成形技術や複合成形技術の開発に注力・開発
を行っており、後工程を削減させることなど、低コ
スト化や、ものづくりの無駄を削減させることによ
り、射出成形機の付加価値を向上させることを考え
ている。
本稿では、IPF 2008および2011に出展した中空
体製造技術である「DSI加熱融着システム（金型内
中空一体加熱融着組立成形)」を紹介する。

２. 中空成形法
中空部品を得る方法として、振動溶着法、熱板溶
着法、超音波溶着法などがあるが、射出成形品等の
高精度のものは得ることができないために、ほとん
どの中空部品は射出成形品を別工程により、溶着一
体化させて製造されている。
しかしながら、射出成形品は冷却と共に生じる熱
収縮により、寸法変化があって、一対の成形品を正
確に合わせ得ることが困難な状況の中で妥協点を見
出し行われている。これにより接合させる接合面の
大きさや変形を考慮させた溶かし代が必要となり､
接合形状は大型化してしまう問題がある。
また、正確に合わせができないことから、無理に
押付けられた状態で接合が行われ、溶着時に生じる
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応力が接合部分に残り溶着され、経時と共に生じる
クラックや割れ不良を招く要因となる。

３. DS I 成形法
本成形法は、前記従来の中空成形法の欠点を解決
した成形法である。DSI肉厚の調整も自由であり、後
工程（バリ仕上げ、後溶着など）は一切不要である
ばかりでなく、射出成形機単独で部品を組立て、製
品を完成させることができるため、大幅な工程数削
減が可能になるとされている。さらには、金型をス
ライドさせる機構を追加するだけで、通常の射出成
形機がそのまま使用できるという特性も持っており､
新たな設備投資を最小限に抑えることもできる｡
DSI成形の特長は、一次成形後に金型をスライド
させて、射出融着(1)により組立一体化するところに
ある。DSI成形のプロセスを第１図に示す。最初に
一次射出で一次成形品（中空品の半割り体）を成形
し（b)、成形品を金型内に残し金型を開く（c)。金
型は、射出成形機に設けたダイスライド機構で一次
成形品同士が向き合う位置にスライド移動させ（d)､
再度型を閉じる（e)。一次成形品を突き合わせた部
分に、ハチ巻き状に樹脂を二次射出させて、融着一
体化させる。一次成形品表面は、温度が下がること
なく効率良く融着一体化される。
DSI成形法は中空成形品の型内組立に、積極的に
利用されている。特に、工程の短縮や品質バラツキ
の低減が求められる自動車部品の成形へ多く採用さ
れており、その中でも、複雑に屈曲した三次元形状
であるインテークマニホールドの成形には早くから
採用されている。

４. DS I 加熱融着の必要性と成形プロセス
中空体外周部のみの融着一体化成形品については
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前記のDSI成形法で対応可能だが、成形品の多様化
や高機能化により、リブやボスの融着、接合部の全
面を融着させる必要性が出てきた。さらには、内圧
のみに作用するのではなく、外圧にも作用する接合
形状のニーズがある。
今回紹介するDSI加熱融着法もDSI成形法同様に
応力が発生し難く、更にDSI成形法では困難であっ
たリブやボスの融着を可能にしている。IPF 2008
に出展実演したサンプル（写真１）とDSI加熱融着
成形プロセス（第２図）に示す。

DSI成形は半成形品を高い精度でキャビティに残
して金型をスライドできる特徴があり、熱板溶着の
特徴である全面溶着技術を融合させ考案されたのが
DSI加熱融着成形法である。
熱源にカーボンヒータ方式を用い、放射熱を対象
物に照射→吸収により急速に加熱させる方法である｡
OFF状態から、わずか３秒程度で1,000 ℃に達する
事から溶着工程時のみ高出力設定することにより周
部が高温にさらされることもなく（第３図参照)、接
合部の全面融着が可能となった。
DSI成形では、接合面外周に射出することで融着
一体化させるために、中空体内部に樹脂が漏れない
ように内側に堰を設けることで漏れ防止を行ってい
た。しかし、この堰部は融着しないために、自動車
のガソリンタンクのように内圧・外圧作用が生じる
製品には適用することができなった。本技術である
DSI加熱融着成形法は、その接合面の全面をヒータ
加熱させて接合面のみを溶融させ接合融着するため､
接合面の全面融着が可能である。

５. 他の溶着法との比較と特徴
①		 成形直後、金型内で融着させるために、熱変
形の影響も最小限に抑えられ正確な接合が可能
である。
②		 経時に生じる吸湿の心配も無く、安定した融
着が可能である。
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⑨		 熱板は直接押し付け溶融させるために、溶融
時にストレスが発生し易いが、非接触加熱によ
り溶融ストレスがない。
⑩		 他方式のヒータと比較して、高速昇温・設計
の自由度・寿命・クリーン・耐薬品性に優れて
いる（第１表)。

③		 不良率の軽減が可能である。
④		 加工工程数が削減でき、コスト低減が可能で
ある。
⑤		 金型内で融着が可能なため、溶着機への移動
や中間在庫管理が不要となる。
⑥		 リブやボス形状、接合面が三次元状の融着も
可能である。
⑦		 加熱体（ヒータ）が非接触加熱により、熱板
溶着に見られるようなテフロン・シート等の付
着対策は不要である。
⑧		 瞬時に昇温が可能であり、成形に連動した温
度管理により、ヒータ周辺部の環境管理が容易
である（写真２)。

第１表 他の方式のヒータとの比較
ヒータ種類

QCHHEATER

シーズ
ヒータ

ハロゲン
ヒータ

高速昇温

○

×

●

設計の自由度

○

●

×

長寿命

○

●

×

クリーン

○

×

●

耐薬品性

○

×

●
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６. DS I 加熱融着用ヒータのご紹介
本ヒータは㈱コバレントマテリアル製で、DSI加
熱融着成形技術の開発により特殊ヒータの製作をお
願いしたものである。
同社はヒータメーカーであり、成形品や製品等の
加熱装置用ヒータの製作は多数の実績があるものの､
金型内で樹脂を溶融させることは世界初のことであ
り、成形品の接合部に合わせた形状で製作されてい
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る（写真３)。QCHカーボンヒータは、石英ガラス管
にカーボンワイヤを通して加工されている（写真４)｡

７. DS I 加熱融着システムの紹介
本DSI加熱融着成形システムはDSI成形システム
の多角技術として技術対応する。成形動作までは
DSI同様であるが、下記に示すように、成形品を成
形した後に、一旦金型型開されて、ダイスライド後
に、一対の成形品を合わせる工程で、電動サーボ機
による高精度で型閉じ停止された一定の隙間（第
４図）に、金型側部の設けたれた挿入装置により
QCHカーボンヒータは型内に挿入される。
金型内に残されて成形品の接合部のみを溶融させ
た後に、QCHカーボンヒータを型外に出し、型閉
じにより一対の成形品を付合わせて接合する。
第５図にDSI加熱融着成形システム構成の詳細を
説明する。
①		 一次工程の成形工程と、二次工程の融着工程
とのそれぞれの工程条件に対して、成形条件を
設定するための射出制御コントローラ（SYSCOM3000）にて制御されてDSI加熱融着成形
は行われる。DSI制御と異なる制御として、二
次成形は不要でQCHカーボンヒータが挿入さ
れる一定の隙間の制御と型閉じ工程と加熱時間
の制御を可能としている。
②		 DSI成形と同様にDSI金型を作動させる油圧
装置｡
③		 成形機に設けられているヒータを動作させる
スライド用回路。
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④		 ヒータの電力回路である信号出力とケーブル
端子でQCHカーボンヒータに接続される。
⑤		 金型の側面に取付けられるヒータ挿入装置。
⑥		 ヒータの温度制御を行うコントローラ（別置)｡
本DSI加熱融着成形システムはDSI仕様と同様に
オプション対応で実施できるため、標準成形機・２
色成形機・竪型機や大型機への対応が容易にできる
ことも特徴である。

８. DS I 加熱融着システムの販売
今後、製品の高付加価値化への要求や環境をテー
マとした軽量化を目標とした部品点数および工程数
削減に拍車が掛り、射出成形機への技術要求は多様
化される中で、本DSI加熱融着成形システムも既に
実施しているDSI技術販売に抱き合わせて販売して
おり、対象製品の対応範囲の拡大が期待できる（第
６図)｡

９. DS I 接合形状と
DS I 加熱融着用接合形状との比較
DSI成形では樹脂の漏れを防止する堰が必要であっ

たが、本技術であるDSI加熱融着成形は、ヒータ加
熱で溶融させるため、二次射出成形の工程がなく､
樹脂の漏れを防止する堰の構造は不要となる。つま
り、接合面の全面が融着できるものである。第７図
に、DSIの接合形状とその融着状態を示す。そして､
第８図にDSI加熱融着成形の接合形状とその融着状
態を示すように全面が融着して中空品の内部が溶け
て盛り上がっている様子が確認できる。
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DSI融着値以上の強度と同時に振動溶着値の約1.9倍
の値を示している。加熱ヒータは非接触式のため､
低硬度樹脂の融着も可能で、硬度の異なる樹脂の融
着や、接合面のみの加熱により、その内部にインサ
ートする部材に熱の影響を与えることなく、加熱時
に発生する製品へのストレスも最小限で成形ができ
ると判断している。

第２表 他の製法との耐圧強度と比較値（PA6-GF30)
製法

耐圧値（MPa)

比較値

振動溶着

2.2

1.0

DSI

3.6

1.6

DSI加熱融着

4.3

1.9

＊球体試作型比較

現在も、樹脂別の融着物性テストを進めており､
DSI成形では困難であったリブ・ボス形状の融着・
異材樹脂との融着・高融点樹脂融着への展開が期待
できるものである。

11. DS I 加熱融着の試作品
これまでに様々な樹脂で融着強度評価を実施して
おり、一例を写真５に示す。POM樹脂・PBT樹脂
はDSI成形では融着強度が低い樹脂であるが、DSI
加熱融着では高い融着性を示している。PBT樹脂と
TPE樹脂の事例のように汎用の熱板溶着では困難な
硬質樹脂と軟質樹脂との融着も実現している。

10. DS I 加熱融着による接合強度
第２表にDSI加熱融着の耐圧強度を説明する。
樹脂はPA6樹脂で融着強度評価を実施したもので､
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12. おわりに：今後の展開
本技術であるDSI加熱融着成形法は国内・国外に
出願中であり、従来技術であるDSI成形法と同様に
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第３表 J220AD-2M主仕様
射出装置
項目

型締装置

単位

主ユニット

副ユニット

－

460(H)（K)

300(H)（K)

スクリュ径

mm

46

最大射出圧力

MPa

理論射出体積

スクリュ型式

射出率

項目

単位

型締力

kN

2,360

40

デーライト

mm

1,230＊

234

260

型盤ストローク

mm

550

cm

349

226

金型厚さ

mm

230～680＊

cm3/s

499

415

タイバー間隔

mm

650×590

3

技術許諾と技術援助により本技術の普及に努めて
いる。当社の開発センターにJ220AD-2M機（第３
表）を設置し、成形テストに備えている。
IPF 2011で発表し、多数の試作依頼を受けており､
各分野で急速に用途開発が始まっている。今後は､
自動車関係を中心に高付加価値・高機能化した差別
化技術を備えた機械の需要が一層高まってきている｡
今後とも絶え間ない技術革新・技術改良を行い、魅
力ある複合成形の開発に貢献していく所存である｡

※融着とは、振動溶着などで用いられる「溶着」と区別を明確にす
るために、考案された用語
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