
 

 

1. はじめに 

現在、プラスチック射出成形における作業工程の中でペレットの乾燥は欠かすことができなく、

多くの樹脂は電気による加熱ヒーターで乾燥をされているのが主流です。そして乾燥された樹脂は

成形機のなかで溶かされ金型へと流れていきます。そうした射出成形工程中で「乾燥しなくてもよ

かったらなあ…」という成形現場の声がエコマックの開発の原点となり、7 年の歳月をかけ、今日

のシステムが完成いたしました。 
未乾燥はもちろんのこと、今までに類のない射出成形機スクリューシリンダ内で樹脂溶融時に発

生する水分・ガス・コンタミ等、不良成形の源ともいわれるものを 95％まで取り除くことが可能と

なる、本エコマックについてご紹介いたします。 
 

2.  エコマック誕生 

 東大阪で 30 年前、金型用鋼材の切り売りから商売を始め、NC マシニングセンターが販売された

初期に工場設備として導入し、モールドベース製造を始め、バブル時期にカモス・丸型カセットモ

ールドシステム（特許）を製造販売、そして NHK 大河ドラマ「武蔵」の誕生の地、岡山県大原町

に約 300 坪のカセットモールドシステム（カモス）を使用する少量多品種の射出成形工場を設立、

ファナック社製成形機 18 台を設備、約 2300 アイテムの精密部品成形をこなすまでになりました。 
その頃大きな問題が発生しました。多品種の成形品となれば当然原料の種類も多く、樹脂乾燥時

間と温度も違い、成形工程で乾燥が一番時間のかかる作業工程になってきており、ある日成形技術

者が発した「成形する中で樹脂の乾燥がなければ成形はもっと早くできる」という言葉が、エコマ

ックの開発をスタートさせる基となったのです。 
 ある方からご紹介いただいた姫路工業大学の浅野助教授と、まず即乾燥と言ったことのテーマか

ら開発を始めました。ヒーター、赤外線、マイクロ波等の熱を加えて樹脂を乾燥することに最重点

を置いた開発が 3 年間続いたのですが、乾燥というテーマはあまりにも単純でもあり、また難しい

ことはいうまでもありません。テストの結果、ペレット樹脂はどんなによく乾燥をしてもペレット

中の水分が除去できないことが結論となったため、大きな壁に突き当たったことで開発メンバーも

かなりのショック状態でした。 
 1 ヶ月ほど開発が前にも後にも行かなくなったある日、浅野助教授と当社の故春名晋作初代会長

が成形機にまたがり、ペレットを手に持ってパラパラとホッパ取付口よりスクリューシリンダの中

へ供給したことが（後に“適量供給”と呼ぶ）エコマックの完成へとつながっていきました。 
 乾燥工程として、自然の利に適ったスクリューシリンダ内の最も高い熱を利用し、スクリューシ

リンダ内をできる限り真空（酸化防止）にして水分・ガス・コンタミを適量供給によりスクリュー

シリンダ内で空間をつくり、その隙間から「最速で、高温で気化させた水分、ガス、コンタミを真

空ポンプで抜き取る」エコマックが誕生したのです。 

   

   
   



 
 

 

3. エコマック製品説明 

エコマックは乾燥機ではありません！ 
今まで不可能であった成形を可能にする、未乾燥樹脂対応射出成形システムです。 
エコマックは、製品の不良原因とされている樹脂溶解中に発生する水蒸気や有害物質を含むガス

を、射出成形機シリンダ内で樹脂に付着することを少なく、射出成形機内から敏速に除去し、しか

もガス中の有害物質を大気へ放出させない画期的な射出成形システムです。 
この射出成形システムの製品化に際し、下記のような当社独自の数多くの開発技術を結集いたしま

した。 
① 排気経路の減圧機構 

   （射出成形機スクリューシリンダー内とホッパー内の減圧） 
② ペレット適量供給機構：材料を適量供給することができる 

   （射出成形機と連動し、スクリューシリンダー内へ ペレット安定供給） 
③ 樹脂と水蒸気・ガスとの二重筒機構：待機中の材料に捕集したガスが触れにくい 

   （供給ペレットの経路と、水分・ガス吸引経路を独立） 
④ 射出成形機内への外部空気導入機構 

   （スクリューシリンダー後部より外部空気導入、ベンチュリー効果を利用） 
⑤ 溶融樹脂中の有害ガス除去機構（オプション） 

   （スクリューシリンダー内で樹脂溶融時に発生する有害ガスを除去） 
⑥ 金型真空引き機構（オプション） 

   （金型内エアーを吸引し、微細な部分への転写が可能） 
 

図 1 エコマック模式図 



4. エコマック導入のメリット 

① 未乾燥樹脂の使用 
エコマックを使用すると、大半の樹脂は乾燥をしなくても使用できるため、乾燥の工程管理が

省ける（従来の乾燥の場合、15 円/kg の費用が必要（業界資料より）） 
② 成形品の不良率を大幅に削減 
樹脂焼け・変色・気泡・フラッシュ・シルバーの低減（二次加工でメッキや塗装を行う商品に

は絶大な効果） 
③ 成形条件の幅が広がる 
今まで不可能であった成形条件にチャレンジすることができる（ガス・水分・コンタミ等を 95％
除去するため、純度の高い原料で成形できる） 
④ 金型メンテナンスの回数低減 
ペレット溶融時に発生するガス・水分・コンタミ類を除去するので、金型が汚れにくい（エコ

マック使用時の金型メンテナンスは 3～5 倍に延長可能） 
⑤ 周辺機器のまとめ 
従来の箱型乾燥機、自走供給装置、型内真空引き装置（オプション）がエコマック 1 台に集約

可能 
⑥ 成形工場の環境改善：エコ・クリーンユニット（オプション） 
成形時に発生するガスを捕集・浄化する。合成樹脂中に含まれている有害物質を除去すること

が可能。 
例）成形時に発生する環境ホルモン物質（4-t-ブチルフェノール）の場合 

  エコマック使用前 13.39ng/L  ⇒  エコマック使用 0.65ng/L 
⑦ 型内真空引き装置：エコ・型内真空引きユニット（オプション） 

 

5. エコマック使用による改善事例 

No 成形品目 原料 成形時における不具合内容 ECOMAK を使用して改善された事例 

1 携帯電話ボディ PC/ABS ア

ロイ 

金型のパート面を 1 回/日清掃 ECOMAK 使用前は、100℃にて 3 時間の

樹脂乾燥を行っていたが、ECOMAK 使用

後は未乾燥にて成形を行う。また、金型パ

ート面の清掃は 1 回/3 日の頻度になった。

2 圧 着 端 子 絶 縁

キャップ 

PA66 絶乾にて気泡が発生しないよう

に成形し、アニーリング処理を

実施 

未乾燥にて成形し、アニーリング処理を省

くことができた。 

3 デジカメ ボディ PC/ ガ ラ ス

10％ 

ガスによる焼け、外観不良 

 

エコ無しでの成形では、表面にガラスが出

てザラザラの状態になり、パージされた樹脂

はガスを含み盛り上がった。エコを使用した

場合は、表面に艶が出て、ガスによる盛り

上がりが発生しなくなった。 

4 ギヤー PBT ガス焼けによる転写不良 エコ運転初品成形品より要望に近い成形

品ができ、歯底にガスが溜まることなく、また

条件的に幅広く問題のない成形品ができ

た。 

5 給湯器・ 

混合弁 

PPS ガスによる外観不良・製品強度

不足・金型メンテ 

他社の真空可塑化装置を使用したが、金

型のメンテは延びたが成形品には効果が

顕著に出なかった。ガスによるゆず肌不良

の解消・強度的にも問題なく転写性の向上

も確認された。 



 

 

6. まとめ 
エコマックを使用することにより、これ

まで成し得なかったプラスチック成形の諸

問題の解決、不良品の激減は言うまでもな

く、環境対策、省エネ対策にも大きな力と

なりましょう。早期の導入ご検討をお勧め

いたします。 
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No 成形品目 原料 成形時における不具合内容 ECOMAK を使用して改善された事例 

6 給湯器・ 

配管部品 

PPS 配管穴部内径の精度の向上 内径の真円度が上がり、また表面の面粗度

の著しい向上が見られた。 

7 導光板 光学用 

PMMA 

ガスによる転写率不良 光学用 PMMA 未乾燥で、型を持ち込まれ

成形。エコ無しの場合、1μm 単位のボイド

が数多く点在していたが、エコ有りの場合、

ボイドがほぼ無くなり転写率が大幅に向上

した。 

8 導光板 PC・PMMA 黒点・気泡・金型メンテの向上 金型持込により、エコマックを使用して未乾

燥 PC タフロン 1500・1700 で成形し非常に

良い製品がサンプルとして取れた。また、サ

ンプルを持ち帰り形状測定をした結果良好

であったとの連絡をいただく。 

9 建材部品 ASA フラッシュ・ウエルド部のしわ・ボ

イド 

雨 樋のコーナー部 品を成 形。不 良 率 約

10％。未乾燥の原料で成形テストを行った

結果、エコを使用するとフラッシュ・ウエルド

部のしわが解消された。 

10 芳香剤容器 PET ガスによるくもり不良 芳香剤容器を PET 原料で成形を行ってい

るが、約 15 分でくもりが発生し金型の清掃

を行っていたが、エコマックを使用するとくも

りは全く発生しなかった。 

11 携帯電話ボディ PC/ABS ア

ロイ 

ガスによる焼け・くもり外観不良 2 時間に 1 回金型メンテを行わなければ製

品不良が発生していたが、エコを使用する

ことで 42 時間連続運転しても成形品に不

良変化は見られなかった。 


