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3 2 エ程諸元 

3 2. 1 ブランクSET工程 

離型剤を塗布したブランク材（ワーク）を、搬送装置受け渡し位置に、供給・位置決めする

装置です。 

ブランクsET:［程諸元 

ブランク位置決

め部 
位置決め精度 	】 	士2.0 mm 
位置決め部 

1ST. 	】 	B方向ガイド 

＋ H受け 

2ST. 	: 	B方向ガイド＋ T方向ガイド 

※H方向は、樹脂製ホイールコンべア 

機種C/H 	:B方向ガイドC/H 

搬送部 
樹脂製ホイ一ルコンべア 

搬送高さ 	】 	FL + 900mm 

ワ―ク着座 リミットスイッチ 

安全装置 安全柵 ＋ 光電管 

3 2. 2 搬送装置 

ブランク材を、プレヒート装置、型締め装置（金型）に、成形されたワークを冷却ステージ、 

冷却C/Vに搬送します。 

搬送装置 諸元 

    

 

搬送装置部 

 

位置決め精度 二 土1. 0mm 
搬送装置機構 

8軸搬送装置（6軸RIB +x-Yシフト軸） 

R/B部】UP-200 (YASKAWA) 200kg可搬 

7軸（Y軸）部 

ストローク 	1600mm 
負荷速度 	48m/min 
加減速時間 0. 5 sec 
走行方式 】ラツク＆ピニオン 

ピニオン径 【ゆ216 
原動機 	】 ACサーボモタ(4.5KW) 
減速比 	】 1/21 

8軸（x軸）部 

ストローク ： 1600mm 
負荷速度 ： 34. 3m/mmn 
加減速時間 】 0. 7 sec 
走行方式 】ラック＆ピニオン 

ピニオン径 】ゆ260 
原動機 	】 ACサーボモタ(4.5KW) 
減速比 	】 1/31 

制御部 	XRCコントローラ（YASKAWA) 
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JIG C/H部 JIG 着脱部 

R/Bアダプタ― 

オメガWR/Bアダプター ＋ 給気モジュ一ル（4嚇十）(NrrTA) 
TOOロ7ダプター 

オメガW TOOLアダプタ一 ＋ 給気モジュール（4ポート） (NITrA) 
JIGストック部 

JIG毎の専用ストッ力ー（6台） 

JIG位置決め方法 

位置決めピン ＋ 回り止めプレート 

JIG着座検知 】 	近接センサ 

1ッドリンクJIG部 投入JIG 
JIGタイプ 	】 	2タイプ 
JIG重量 	： 	130kg f 
ワ一ククランプ力 	‘ 	クランプ力 	】 	900N 
駆動方式 	【 耐熱エアーCYL.＋ ラック＆ピニオン 
ワ一ク検知 

機種C/H 	】 	手動C/H (2箇所、2POS.) 
1）ア一ムB方向PIN抜き差しスライドc/H 
2）連結バーB方向スライドc/H（チョウボルト） 

機種判別部 

払出JIG 
JIGタイプ 	： 	4タイプ（専用J I G) 
JIG重量 	】 	1 3Okgf 
ワ一ククランプ力 	【 	クランプ力 	】 	360N 
駆動方式 	【 耐熱エアーCY L. ＋ ラック＆ピニオン 

ワ―ク検知部 

機種c/H部 

3. 2. 3プレヒート装置 

ブランク材を金型投入前に加熱し、 500でまで上昇させる装置です。 

詳細は、プレヒート装置取扱説明書を参照下さい。 

プレヒート装置 諸元 

使用温度 常用温度 4OO_5000C 
高温度 6 00C 

保持温度精度 I 土10セ 

昇温時間 】 2時間（室温～570。C) 
プレヒート装置 加熱方式 】 ユニツトヒータによる電気抵抗加熱 

加圧力 】 5-35 ton 
耐火断熱材 

加圧装置ストローク 170mm 
エジェクタストローク 90mm 
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炉体 諸元 

取付金型寸法 

金型重量 

上炉 	【 W1630 x L1940 x H600 
下炉 	：W1630 × L1940 x H300 
上炉 	】 5500 kg 
下炉 	【 3750 kg 

使用温度 】 常用温度 400~500C 

高温度 6 00C 
炉体 保持温度精度 ： 士20C 

昇温時間 】 6時間（室温～500。C) 
加熱方式 ： ユニツトヒータによる電気抵抗加熱 

上部加熱室】129W x 2 
下部加熱室： 119W x 2 

制御方式 各2ゾーン ON-OFF PID制御 

断熱材 ， 特殊断熱材による圧着シール 
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3. 2. 4 型締め装置 

ワーク成形時の反カを抑えるために、加熱炉（金型）を加圧する装置です。 

金型交換装置部により、金型のC/Hを実施します。 

また、ラム部には、炉体上炉と上型クランプ装置が設置されています。 

詳細は、型締め装置取扱説明書を参照下さい。 

型締め装置 諸元 

型式 	 】 

ノ出力調整範囲 	】 

4本柱コラム型（バルブコント口一ル式） 

13500KN 
圧カ調整範囲 	】 24. 6MPa 
引上出力 	 】 750KN（圧力 22.7MPa 時） 

・加圧部 
大ストロ一ク 	【 

デ―ライト 	】 

1340mm 
3050mm 

（プレス部） 
コモンプレ一ト寸法 	： 4900 × 3000 mm 

スライド寸法 	： 4900 × 3000 mm 
無負荷下降速度 	】 270 mm/s 

加圧速度 	】 8 mm/S 
上昇速度 	】 240 mm/S 

型式 	 】 左右引出しタイプ 

移送方式 	】 スネ一クチエイン方式 

積載質量 	】 45ton (MAX) 
・金型交換装置 移送スト口ーク 	： 5500mm 

移送速度 	： 60mm/S 

コモンプレ一ト寸法 	【 4900 × 3000 mm × 2面 

コモンプレートクランプ】 油圧式自動クランプ 

クランプレール 	】 鋳鉄製型鋼 

・上型ランプ装置 駆動源 

駆動部ロック 	】 口ックピン（耐熱シリンダ駆動） 

3 2. 5 炉体 

金型を加熱する装置です。上炉と下炉から構成されています。 

上炉は型締め装置ラム部に、下炉は金型交換装置に固定されています。 

尚、 1炉体当たり 2部屋あり、個別に温度制御が可能です。 

詳細は、炉体取扱説明書を参照下さい。 
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3 2.6 予熱炉 

段替え前の金型を加熱する装置です。上炉のみで構成されています。 

金型交換装置上の下炉にSETして加熱します。 

予熱炉の搬送、SETは、天井クレーンにて行います。 

1炉体当たり 2部屋あり、個別に温度制御が可能です。 

詳細は、予熱炉取扱説明書を参照下さい。 

予熱炉 諸元 

予熱炉 

構造 	： 厚肉鋼板溶接構造 

耐火断熱材 

加熱装置 	】 電気抵抗加熱方式 

発熱体 】ユニツトヒータ 

容量 	：21 6K1V(1O8KW x 2) 
制御方式：各2ゾーン ON-OFF PD 制御 

加熱室断熱シール ：特殊断熱材による圧着シール 

  

3 2. 7 ェアー供給装置 

ワークを成形するための高圧ェアー（3MP a）を発生し、金型に供給し、成形後排気する 

装置です。 

詳細は、ェアー供給装置説明書を参照下さい。 

ェアー供給装置 諸元 

ェアー供給装置 

発生圧力 

流量 

供給時間 

排気時間 

圧縮ェアー水分量 

圧縮ェアー油分量 

圧縮工アー温度

吸入ェアー温度 

3MPa 土 0. 1MPa 
350L (at 3MPa) 
※1 2 0 sec毎に3 50L 
hlA lOsec以内 

1lB 圧力ノ流量任意設定（6設定） 

lOsec以内 

出口空気圧露点Soc以下 

0 lmgf/N m3 以下（MAX) 

渡過度 0. OiL/rn（入り口側） 

室温 

室温・大気湿度 

   

3 2,8 金型 

金型は、上型、ブランクホルダー、下型から構成されています。 

詳細は、金型の諸元を参照下さい。 

金型 諸元 

金型種類】4種 

金型 T/L 	SKIN / FR FENDER LH 
T/L FRAME / FR FENDER RH 
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3. 2. 9 冷却ステージ 

冷却ステージは、成形後のワークをガイドバーでガイドし、自然冷却するための装置です。 

冷却ステージ 諸元 

  

冷却ステージ 

	

ガイド部 	】 ガイドバーH方向ラフガイド（6箇所） 

ワーク検知 ： 光電管 

C/H方法 】 機種専用ガイドバー手動C/H 
固定方法 】位置決めピン＋ トグルクランプ 

	

冷却時間 	： 80 SEC 

3. 2. 10 冷却c/V 

冷却c/vは、ワークの強制冷却と、払い出しをするための装置です。 

搬送C/V、安全シャッター、払出しシューター、強制冷却ファンから構成されます。 

冷却C/V 諸元 

冷却c/V 

コンべア形式 	： 	トップチエインコンべア 

機長 	： 	4000mm 
搬送ピッチ 	【 	2000mm (2ピッチ） 

停止精度 	】 	士5mm（近接センサ＋ドグ 

原動機 	】 	インバータ ギア一ドモ―タ 
(0.2kw 	減速比 1/175 ブレーキ付） 

駆動用スプ口ケット： 	モ一タ側 	＃50一15T-ゆ28 
従動側 	＃50-161ーゆ35 

従動用スプ口ケット 	, 	RF2O6OS 1012T 
駆動方法 	】チエイン駆動（チエイン＋スプ口ケット） 

搬送スピード 

コンべア幅 	】 	90 mm 
コンべアピッチ 	： 	1050 mm 

コンべア耐熱温度 	： 	300セ 

ワ一ク検知 	：光電管 

シャッター部 駆動方法 

ストローク 

】 	エアーシリンダ（自重落下方式） 

： 	5 50mm 
シューター部 シューター角度

ストッパー 

ワーク検知 

： 	15。士 50 	（可変） 

】 	ウレタンゴム 

】 	光電管 

冷却フアン フアン型式 

電源 

】 	JF-4502 	（東芝） 

】 	単相b0oy 
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