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特　集　論　文 射出成形機におけるCS活動の展開
とお客様へのサービスの迅速化

Customers' Satisfaction Improvement and Fast
Response on Injection Molding Machines
Servicing Activities

古　谷　英　幸　　　市　川　伸　作
寺 山 寛　　　滝 井 卓

誰でもいつでも迅速に，均質優良なサービスをお客様にお届けできることを念頭に作り上げてきた射出成形機用サー
ビスツールの中から，①永年の経験が物を言う射出成形不良トラブルシュート用に，熟練者の経験に設計研究技術者
の理論を裏打ちしてまとめた業界最強の不良解決ガイドプログラム，②製造現場の機械の稼働データをリアルタイム
で管理者に提供する安価な通信機能，③最新のモデルが持つ高い生産性を既納機でも実現できる改造メニューの整理
の三つを選び，従来のサービス手法と比較してCS度合いをいかに高めているかを紹介する．

AV・ IT家電，日用品，乗用車など，私たちの暮らしを快
適・便利にする商品を低価格で製造する上で，プラスチック
材料は不可欠の素材であり，射出成形機は金型を用いてこの
素材を所定形状の部品にする産業機械である．
当社は，射出成形機を世界の各地に，お客様の業種規模の

大小を問わず半世紀以上にわたって提供しつづけており，納
入した射出成形機の稼働率を高いレベルに維持するためのプ
レ・アフターサービスのたゆみなき改善はCS向上の重要な
鍵である（図１）．
いま，サービス部門では，射出成形機が作り出す不良品の

原因を究明するソフト（MOLDNAVI）や成形機の稼働状態
を遠隔監視できる通信技術（remote MAC），また最新機種
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図１　CS向上に寄与する３サービスツール
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の機能を既納機に移植する改造メニューの三つのツールを皆
が駆使することで，お客様に提供するサービスを，“個人”
の能力差なく最良のレベルに保ちかつ“時差・待ち時間なし”
に変革しつつある．
以下に，CS向上効果と結びつけて，これらのツールの詳

細を紹介する．

2．1 開発の背景

MOLDNAVIはMolding Navigationの意味であり，文字ど
おり，成形不良を解決するために，指針を提示し，成形初心
者でも短時間に良品出しを可能とするツールである．
成形不良の解決はその要因が多岐にわたるため，成形現場
の多くは一部の成形熟練者の経験に頼って不良対策がなされ
ている．
ここでの問題は，成形熟練者の経験や技能が，ほとんど文
書の形で残っておらず，このため特に成形初心者への技術の
伝承が円滑に行われないところにある．
当社のお客様においても，こうした悩みが多数聞かれ，成
形不良対策マニュアル等の成形初心者育成のためのツールが
切望されている（図２）．
こうしたお客様の希望にこたえ，今回開発した

MOLDNAVIは，当社のエキスパートシステムなど長年にわ
たって蓄積してきた成形技術のすべてが凝縮されている．
特に，成形不良の発生機構とその対策案に関する平易な解
説機能は，成形初心者の知識・技能向上に貢献し，また成形
不良別の改善策や多変量解析による最適成形条件の提示は，
成形熟練者を必要とせずに成形不良対策を可能にする．
また，本システムは成形不良対策以外に，各種相談機能を
備えていて，成形熟練者に代わって，生産立上げから連続安
定成形に至る一連の生産作業を強力に支援できるので，まさ
に成形業界待望の支援ツールといえる．
2．2 プログラムの機能と効果

過去，お客様の生産活動において最も問い合わせが多かっ
た成形不良は，成形品の表面に銀色の線が走る“銀条”不良

である．“銀条”不良はその発生原因が極めて多岐にわたり
かつ再発しやすく，お客様にとって最も頭を痛める問題であ
る．
本プログラムでは，成形初心者でも“銀条”不良とは何か

が正しく理解できるように，図・写真を用い詳しく説明して
いる．
次に，複雑に絡む“銀条”不良の発生原因を８種類のパタ

ーンに図解で表しかつ原因ごとに効果の大きい対策方法を，
応急的な方法から，ある程度時間を掛け，実験により最適条
件を見付けだす，手順と条件を示す恒久的な方法迄を説明し
ている．
さらに，画面指示にしたがって複数回試験をし，得られる

製品の良否を採点すると，統計計算によって，画面上に良品
と不良品を区分けする成形条件の限界領域が表示される．
新条件で成形した結果を，評価再入力するとさらに“銀条”

不良の出にくい条件が提供される．
MOLDNAVIは，“銀条”不良以外の不良に対しても，成

形初心者の判断の間違いから発生しがちである損失（労力･
材料･エネルギー･納期など）を最小限に留めることを可能に
する．
また，日常の生産活動において発生する突発的な成形不良

への対応ばかりでなく，新しい金型の成形条件決定において
発生する未経験の不良に対しても，より確実・短時間に対応
策を見付け出せるので，人件費や材料コストの削減に大きく
貢献する．

MOLDNAVIは，お客様自身の成形技術の伝承問題につい
ても，お手伝いができるように，お客様自身の書き込み欄が
用意されている．
お客様固有の経験をこのプログラムに加えると，企業競争

に不可欠な成形ノウハウの蓄積が日々の活動をとおして自然
に可能になる．

3．1 開発の背景

射出成形機の運転データには，機械へ動作行程を指示する
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図２　MOLDNAVI入出力フロー

2．成形不良解決プログラムMOLDNAVI

3．運転データ遠隔監視remote MAC
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クトに高速通信可能なインフラを接続する簡単な手法でリア
ルタイムの遠隔監視を実現するシステムとして開発した．
パソコン側には制御装置MACⅧの操作パネル上の表示と

同じ図柄・色の画像を表示するとともに，設定値，実測値，
入出力信号の運転データ及び警報についても操作パネルと同
一の位置関係となるよう全く相似系の画面表示とした．
操作パネルのタッチスクリーンによる画面切替え機能につ

いては，パソコンのマウス操作に置き換え，パソコン画面上
の相対するソフトキーへのマウスクリックで操作パネルと同
様の切替え動作となるように配慮してある．
上記高速通信インフラを介してパソコンのマウスクリック

による画面切替え情報を制御装置へ送信し，制御装置からパ
ソコンへ画面内に表示すべき運転データや警報を返信するこ
とで，ほぼリアルタイムに運転データ等の遠隔監視ができる．
さらに制御装置側で画面切替え操作をすると，これに追随

してパソコン側ではマウスクリックしなくても画面表示が切
り替わる（制御装置側操作を優先してパソコン側の画面表示
を切り替えるように設計されている）．
ただし，パソコンから設定値の変更も技術的には可能であ

るが，現状では遠隔監視側と成形作業者との連携がうまくい
かないことを想定し，安全のため変更した設定値を送信しな
いようにした．

remote MACにより，遠隔監視側から制御装置操作パネル
の全表示を確認できるので，射出成形機がいかなる状況にあ
るかを客観的に，即時に判断可能となる．
さらに，操作画面の切替え状況も遠隔監視できるので，成

形作業者がどのような操作をしているかも確認できる．
リアルタイムに遠隔監視する機能により，射出成形機の正

確な診断に基づく的確な運転サポートとメンテナンスサポー
トを実現するとともに，状況に即応したバックアップ体制も
とれ，お客様での運転・メンテナンス作業の更なる効率化に
大きく寄与できる．

従前から，改造メニューは適宜作成され，都度営業サービ
スの第一線に送付されていたが，これを販売ツールにまとめ
て活用するセールスマンはまれで，引合いの都度改めてサー
ビス部門に再送付を要請しているため，お客様への見積り回

設定値と，これに基づいて動作した結果を示す実測値及び機
械内外部のシーケンスやインタロックの状況を示す入出力信
号とがあり，通常お客様が活用するもので各々約 30点，
1 300点，800点程あり，すべて射出成形機の操作画面上に表
示される．
射出成形機に対する日常の保守作業はもとより，成形品に
不良が生じた場合あるいは射出成形機そのものに異常が発生
した場合には上記運転データの点検に加え射出成形機の動作
状況に応じて操作画面上に表示される警報を確認した上で，
改善あるいは復旧に必要な処置をとる．
お客様の成形工場に多数の射出成形機が設置されている場
合や複数の工場に分散配置されている場合，成形作業者と保
守担当者との連携をとることが必要であるが，事務所と工場
あるいは工場間での電話やファクシミリ等で連絡を取り合
い，問題解決を図ることは効率が悪く，改善・復旧に要する
時間も長くなる（図３）．
特に海外に納められた射出成形機については現地サービス
員による復旧が困難に直面した場合，国内からエキスパート
サービス員，設計担当者等のサポートも含め，射出成形機の
遠隔監視による保守作業の効率化が期待されていた．
今までに，上記課題の解決のために群管理システムMAC

S-Ⅱを開発・市場投入した．同システムは最大 32台までの
射出成形機を対象に，成形ショットごとでの運転データ等を
パソコンの画面に表示させ，遠隔監視・管理が可能であっ
た．
しかしながら基本設計から数年以上経過しており，現在の
最新制御装置MACⅧに接続対応しておらず，射出成形機と
パソコン間の通信速度も9.6 kbpsと低速なのでリアルタイム
に射出成形機の運転状況を把握する目的には適してなかっ
た．
そこでイーサネットやインターネットといった，主流とな
っている通信インフラを利用して，いつでもどこからでもよ
り分かりやすく射出成形機の運転データなどの状態の遠隔監
視をリアルタイムで行えるシステムとして remote MACを開
発した．
3．2 システムの特徴と効果

remote MACは制御装置MACⅧにイーサネット等のLAN，
インターネット，あるいはPHSを介してパソコンへダイレ

図３　remote MACシステム
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答の速さ・仕様説明内容には個人差が大という課題があっ
た．
均質優良迅速な回答がCS向上の鍵であるとの認識から過

去３年の改造引合い実績を整理，誰もがパソコン検索可能に
するとともに，御要望の多いものをメニューにまとめ，第一
線に電子データで配布した（2002年４月以降）．
以下に，改造メニュー４例を紹介する．
4．1 突出し戻り時間ロス削減

3000MMⅢ射出成形機の製品突出しシリンダ戻り動作に
採用した“早送り回路”がサイクル短縮に効果ありと好評で
あったので，現在MMⅢ大型機に標準仕様化した．
同時に既納機への同一機能追設を推奨し，受注実績を上げ
た．
4．2 コアバック回路改造

金型内に樹脂を注入直後に，金型を微小量開き，平板状成
形品の内部に微細な気泡（図４）を生じさせる回路で，既設
機 2000MMⅢを改造，気泡の緻密さと微小開機構の精度の
高さで他社機より優れているとの評価を得た．
成形部品の軽量（材料費削減）化 30％以上が可能で，金

型温度制御との組合せで，表面肌荒れ（微細発泡痕）も無い
美麗な成形品が得られる．
サーボモータ駆動方式の外付けユニットと，精度はやや落
ちるが，油圧駆動方式の２種類が準備されている．
4．3 CRT表示装置LCD化

制御パネルとして使用されている“画面”表示装置には，
1999年以前はCRTが主流であったが，産業界全体のコスト
ダウンの流れの中で，急速に消滅しLCDがこれに替わった．
寿命がきて表示できなくなったCRTを，寿命・入手性に

優れたLCDに交換するメニューを準備し，営業マン，サー
ビスマンを通じて積極的にPRしている．

4．4 型交換時間短縮プログラム

金型を日に数回以上交換する小ロット多種生産では，型交
換時間（材料変更はしない）に，トグル機で約500秒，当社
MMⅢ機でも約200秒掛かっていたものが，約 100秒になる
このプログラムの改造実績が，生産性向上に効果的と高く評
価された．
また型交換時に型厚を変更する時，トグル機では普通240

秒を要する同じ動作を，５秒で済ませるMMⅢ用の改造プ
ログラムを準備した（図５）．

サービスの良さは，意外性を伴う“迅速さ”“正確さ”で
あり，ここで紹介したツールを駆使するサービスは，お客様
の高い評価を得ることができると確信している．
現在は，これらのツールが営業サービスの一部に届けられ

ているだけなので，その効果はまだ限定的であるが，携帯端
末の普及とあいまって，お客様の評価が高まり，強力な販売
サービス支援ツールとなる．
常に最良最新のサービスを届けるために，産業機器事業部

の技術部門と名古屋研究所は緊密に連絡を取り合い，データ
類の改良更新を続けており，お客様と常に接するサービス部
門はお客様の生の声を適切にその技術部門と研究所へフィー
ドバックする営業サービス部門の要として中心的な役割を果
たし，“修理するだけ”でなく，射出成形機事業を全世界に
広げる一員として，活動を続けていく所存である．
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図４　コアバック成形の製品断面拡大写真
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