
1. はじめに 

当たり前ですが、企業は利益を得るために仕事をしています。機械の性能が低下してトラブルが

出ると、不良品の発生が増え、生産性は低下して利益を出すことが困難になります。 

機械を使い放しにしておけば機械の性能は必ず低下します。機械の性能低下を最小限に維持する手

段がメンテナンスです。専任のメンテナンス作業者を置くことなく、しかも機械を止めずに行うメ

ンテナンスは【機械の中を循環している清浄な油の分子に機械のメンテナンスをさせる】先進国で

実践して成果を上げている 21 世紀のメンテナンスです。 

 

2. 電動油圧式成形機のトラブル 

 射出成形機には電動油圧式と全電動式があります。最近電動式が増えてきていますが、それでも

現在使用されている射出成形機の主流は電動油圧式です。電動油圧式と全電動式を比較すると、表

1 のようになります。 
表１ 電動油圧式射出成形機と全電動式射出成形機の比較 

比較項目 電動油圧式射出成形機 全電動式射出成形機 
立ち上り（暖機運転時間） 遅い（暖機運転時間が長い） 早い 

サイクル時間 短いが不安定 長いが安定 
騒音 大きい 小さい 

メンテナンス 手間がかかる 手間がかからない 
作業環境 汚れる きれい 

電気消費量 多い 少ない 
イニシャル・コスト 安い 高い 

機械のサイズ比の出力 大きい 小さい 
 

電動油圧式射出成形機は暖機運転に時間がかかる（立ち上りが遅い）、騒音が大きい、電力消費が

大きい、油管理を含むメンテナンスが厄介である等の問題点はありますが、機械サイズの割には大

きな力を出すことができるし、サイクル時間は短く、生産性が高いといった利点があります。しか

し油管理を怠ると、利点であるサイクル時間は長くなり、暖機運転が一層長くなり、機械トラブル

は増え、電力の消費量も増えて全電動式射出成形機に対抗できなくなります。 

これらの問題を取り除くにはメンテナンスが重要であり、このような問題の 70～85％は油の汚染

物に原因があることはイギリスの機械学会等の調査で明らかになっています。 

従って、電動油圧式射出成形機にとって、油管理は非常に重要になります。 

 

3. 機械トラブルのメカニズム 

機械トラブルのほとんどは機械の潤滑部で起こっています。損傷を起こした潤滑部を調べると、

必ず汚染物が付着しています。これらを赤外吸収スペクトルで調べると、油の酸化変質物であるこ

とがわかります。 

 
   

   
   

 



また、油圧システムのトラブルは一般に考えられているように、硬いゴミを噛み込んで起こって

いるわけではなく、油の酸化変質物が糊の働きをして、他の固形物粒子をくっ付けて機械トラブル

を起こしています。 

機械内部で使用した油の中の汚染物は 60％以上が高分子化した油の酸化変質物であることが調

べてわかります。機械の内面に付着している物質も含めると、油中の汚染物で最多のものが油の酸

化変質物であり、従来信じられていたような固形物の汚染物は 5～12％程度にしかすぎないことが

わかります。 

この油の酸化変質物が潤滑部に与える影響を、滑り出し時の摩擦抵抗を測定することで油圧バル

ブの表面に付着した油の酸化変質物が潤滑部を固着させトラブルの元凶であることがわかります。 
図 1 のすべり出し時摩擦測定器を使用して、新油、スラッジ除去前後の摩擦係数を測定した。 

ゲージブロックにバルブスプールを置き、ゲージブロ

ックとバルブスプールの間に、新油、スラッジ除去前

後の油を入れ、5 時間、10 時間、15 時間、24 時間静置

後、最初のすべり出し時の摩擦をロードセルで押すこ

とで係数を測定 

 
図 2 新油のすべり出し時摩擦係数 

 

 
図 3 スラッジのある酸化油のすべり出し時摩擦係数 

 
図 4 スラッジ除去後の酸化油のすべり出し時摩擦係数 

図 1 静摩擦係数測定装置 



図 2 の新油のすべり出し時摩擦係数は 24 時間経過した後も変化はありませんが、図 3 のスラッジ

のある酸化油のすべり出し時摩擦係数は時間が経過するごとに増大します。図 4 でスラッジ除去後

の酸化油のすべり出し時摩擦係数は 24 時間経過した後も変わらないことがわかります。これは、使

用された油中に有る酸化変質物が潤滑の働きを阻害していることになり、固形物を取り除くメッシ

ュで構成されたフィルターなどではこの酸化変質物は取り除くことができず、唯一静電浄油機だけ

が潤滑性能を上げ制御弁のトラブルを防ぐことになります。 

 

4. 静電浄油機（EDC）の原理 

油圧作動油を含む潤滑油の油中に分散、浮遊している汚染物を粒子の大きさで捕らえるのではな

く、汚染物粒子を電気的性質で分類すると、（＋）（－）（＋．－）の 3 種類しかありません。 

この電気的性質を取入れ、効率良く汚染物を回収出来るものが静電浄油機 EDC です。 
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図 5 油中の汚染物と粒子サイズ

図 6 静電浄油機の汚染物の判別 

3 種類の分類 

正に帯電した汚染物 

負に帯電した汚染物 

中性の汚染物 

10kV 

電圧印加

＋電極 －電極

アース

平行電極の－側（－電極）に直流の高電圧（10kV）印

加すると電極間に平行電界が生じ、帯電した粒子は電

気泳動現象によって反対極性の電極に引き寄せられま

す。しかし、中性物は動くことができません（図 6）。 

電極間にプリーツ状のコレクターを入れると

コレクターの先端に集中し強い電界ができま

す。中性物は誘電泳動現象で電気力線に沿って

強い電界の部分に引き寄せられます。 

図 7 中性の汚染物を集塵する原理



前記の電気泳動、誘電泳動の２つの電気的特性を同時に起こる様に工夫したのが、クリーンテッ

クの静電浄油機 EDC システムです。このシステムにより全ての汚染物を粒子サイズに関係なく、効

率よく集塵することが出来ます。 

 

5. アメリカ大手成形会社での油管理の成功例 

理論的に説明がつきましても、実際に工場で使用されている成形機に取り付けて理論通りに仕事

をしなければ意味がありません。アメリカの大手成形会社では購入して 10 年になる古い 800t の射

出成形機があります。調査時の製品の標準サイクル時間は 40 秒、不良品の発生率が 4.45％と高い

ものを選定して、静電浄油機で油管理を行うことで、機械の動きが改善されるかを調査しました。 

※ これまで不良品の発生率が高いのは機械が古いので、手の打ちようがないと判断されていました。 

表 2 油管理前後の機械の状況 
調査項目 油管理前 油管理 800 時間後 

サイクル時間の変動幅 2 秒 0.7 秒 

全作動時間の変動幅 1.73 秒 0.62 秒 

リカバリー時間の変動幅 1.63 秒 0.78 秒 

クッション位置の変動幅 0.33 インチ 0.04 インチ 

トランスファー位置の変動幅 0.37 インチ 0.02 インチ 

トランスファー圧力の変動幅 690psi 94psi 

 
機械が不良品を作るのは機械の潤滑部に汚染物が吸着して、機械が設計条件から外れた動きをす

るからです。 
静電浄油機で油管理を行えば、不良品などの問題は解決できます。 
実際に不良品が発生している成形機で静電浄油機にて油管理を行うことで、表 3 の通りとなりま

した。 
表３ 不良品発生数と発生率の変化 

調査期間 全射出数 不良品数 不良率 

3/13～3/19※ 7006 312 4.45％ 

3/20～3/26※※ 9960 236 2.37％ 

3/27～4/2※※※ 8219 58 0.71％ 

4/3～4/9※※※ 9427 92 0.98％ 

4/10～4/16※※※ 7335 88 1.2％ 

4/17～4/23※※※ 8937 61 0.68％ 

4/24～4/30※※※ 8197 60 0.73％ 

注：※  は機械に全く手を加えていない状態の期間 
※※ は機械に TPM の手法で調整を加えた期間 
※※※は静電浄油機で油管理を行った期間 

 
◎上記のデータは、アメリカのプラスチック専門雑誌にも掲載されました。 

表 2 の調査結果を分析しますと、油管理前の標準サイクル時間は 2 秒長くなっています。2 秒は

標準サイクル時間の 40 秒に対して 5％であり、これは機械の生産性が 5％低下していたことを示し

ています。 
また表 3 からこの時期の不良品発生率は 4.45％でした。単純にこの両方の数字を加えると、油管

理を行わなかった期間にこの機械は(5％＋4.45％)＝9.45％の損失を出していました。油管理によっ

てサイクル時間の遅れは 0.7 秒に短縮されました。油管理の 2 週間のショット数は 16,966、不良品

の発生数は 548 でした、静電浄油機で油管理を行いました 5 週間のショット数は 42,115 で、その期



間の不良品発生数は 359 でした。 

1 年を約 50 週として、全く油管理をしない状態を続けている期間中、機械の作動悪化が進行しな

いと仮定して、単価$3.25 から損失を計算しますと、次のようになります。 

  油管理前 

1 週間の平均不良品数：(312＋236)÷2＝274 

不良品発生による毎週の損失金額：274×3.25＝$890.5 

    1 年 50 週として発生する損失：$890.5×50＝$44,525(約 4,452,500－) 

   油管理中 

   1 週間の平均不良品数：(58＋92＋88＋61＋60)÷5＝71.8 

    不良品発生による毎週の損失金額：71.8×3.25＝$233.35 

    1 年 50 週として発生する損失：$233.35×50＝$11,667.50(約 1,166,750－) 

静電浄油機で油管理をすることによって、不良品だけで年間¥3,285,750－の損失をセーブするこ

とができることが分かりました。 

 
6. まとめ 

① 機械のメンテナンスは機械設備への投資効率を高める手段として重要であり、機械を止めな

いメンテナンスが要求されています。 

② 機械トラブル・潤滑トラブルの 70～85％は油の汚染物によって引き起こされています。 

機械を守るためには潤滑管理が必要で、従来はフィルターが使われていました。 

③ 新しい 21 世紀のメンテナンスは、静電浄油機で浄化したきれいな油を機械の潤滑部に送り

込んで潤滑面をきれいにし、潤滑条件を改善するもので、機械を止めずに行えます。 

④ アメリカの会社の実施報告によると、静電浄油機を使用して古い機械の油管理をしたところ、

機械のサイクル時間が標準時間に近い状態で運転でき、生産性が回復するだけでなく、新し

い機械と変わらないまでに不良品の発生が減少しました。 

⑤ 静電浄油機を使用した油管理の経済性は非常に高いものとなりました。 
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