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The defects on die castings include surface defects
and internal porosity  Their countermeasures are
usually changing the tooling layout, casting con―
ditlon or die spraying_ Now we have learned s o IIle Of
the defects can be imprOved relllarkably by filling
at a speed IIlu c h higher than conventional inJectlon
speed. Introducing the newly developed real― t i lll e―

feedback controlled super― high― speed injection and
the precision ■adle device in practical application.

したのが超高速射出ダイカス トマシンである。

本機は、高速応答大流量油圧サーボバルプの リアル

タイムフィー ドバ ック制御を行うことで、当社従来機

の 2倍の 10m/sec以上の射出速度能力を有 し、在来

鋳造法や超高速鋳造法は勿論のこと幅広い射出動作か

選択てきる。また、速度動作に全 く影響されない増圧

装置を設ける事で、安定 した昇圧制御も可能 としてい

る。同時に、安定 した超高速鋳造に欠かせない給湯精

度を、約 10倍改善 した高精度給湯装置も開発した。

そこで、これらの開発内容について説明し、幾つか

の実鋳造結果から超高速鋳造法の効果を紹介する。

2.開発のね らい

ダイカス ト鋳造法は、凝回時間内に溶湯を金型キャ

ビテイー内に充填、昇圧加圧 して製品を作る製法であ

り、充填行程で形状を、昇圧加圧行程て内部品質を作

ると言われている。実際に品質については、昇圧力E圧

行程である溶湯への圧力有効伝達時間が長いと、内部

欠陥量が減少するという報告も有る。
1)従 って、短時

FBl充 填すなわち超高速射出て充填 し、充填時間の短縮

分、昇圧加圧時間を長 くてきることは、内部品質の安
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ダイカス ト鋳造法は、量産性、寸法精度に優れてい

ることや、美麗な鋳肌面か得 られるという特徴から、

製品の用途が広 く、幅広 く採用されている。 しかし、

ダイカス ト鋳造品は、内部品質か安定せず信頼性が低

いとされ、一般的には強度 気密性があまり要求され

ない範囲に限られる。しかし最近ては、環境問題に鑑

みて自動車産業を中心に、製品の更なる軽量化、およ

び低コス ト化が叫ばれ、ダイカス ト対象製品の拡大化

の傾向が強 くなってきた。

そこで、これらの動きに対 して具体的に何が出来る

かを整理すると、軽量化には製品の超薄肉化、鋳物の

アル ミ合金化、マグネ化があげられ、低コス ト化には

重要保安部品や耐圧部品のダイカス ト化、複数部品の

一体鋳造化、バ リ取 りや含浸等の後処理レス化、小型

マシンによる大物製品の鋳造等があげられる。これら

のニーズに対 し種々の試みがなされているが、数例を

除き従来の低速 高速 昇圧の 3変化射出方式のダイカ

ス トマシンでは、限界があり実現化が困難 とされてい

る。そこで、これらの幅広いニーズに応えるべ く開発



定化にとっては重要である。また、超高速射出化によ

り、巻込巣やスリープ内で形成された凝固片が微細拡

散され、組織の均一化が図られ、機械的強度、気密性

が安定することも期待出来る。

図 1に従来法と超高速法の巻込業の形態を概念的に

示す。充填時の両者の巣体積は、同じと仮定 して巣の

個数を変えている。従来法では、昇圧加圧時間が充分

取れない関係て巣が完全に圧縮される前に凝固が完了

し、超高速法では、より長い昇圧加圧時間で巣を完全

に圧縮てきることを示している。

以上、超高速法のねらいを記したが、超高速射出を

実現するには、射出シリンダを急減速 してバ リ吹きを

防止する減速技術が必要となる。そこて、短時間にお

いて超高速域に達した後、充填完了間際に急激な減速

が出来る高速応答大流量油圧サーボバルブと制御装置

の開発が最重要課題 となる。また、安定 した昇圧加圧

を可能 とする増圧装置も必要となって くる。

3 要素開発

3_1 高速応答大流量油圧サーボバルプ

ダイカス トマシンて要求されるサーボバルプが、如

何に高応答 大流量であるかを示すデ‐夕を、図 2に

示す。ダイカス トマシンは、一般産業用として最も大

流量を必要とし、これは射出動作において、短い区間

ではあるが瞬FB5的 に膨大な作動油を必要とすることを

意味する。応答性については、流量レベルが高 く制御

条件が厳 しい最高速応答のパルブが要求されている。

したがつて、現状の技術 レベルでは、ダイカス トマ

シンの射出制御は、難しい技術であることが分かる。

開発にあたっては、安全性、安定生産、悪環境下で

の使用、及びメンテナンス性を考慮 して、以下の事に

留意した。

(1)安全 安定性の重視 :2方 弁方式

(2)空打ち最大射出速度仕様 :10m/sec以上

(3)高応答性 :0→ 10m/secを 2 0 msec以 下で応答

(4)バルブ自体の定期メンテ不要

(5)作動油管理が容易で、不燃性油対応可

結果としては、パルプメーカーと共同開発 した超高

速射出用サーボパルプは、高応答て 70001ん inの

大流量を実現 した。方法は、高応答て最もllコ ンタミ

性に優れたポイスコイル型サーボバルプをバイロット

弁として使用し、大流量メイン弁としては、閉時の リ

ーク量が少なく、原点調整が簡便で安定性のある2方

弁を採用 した。パイロット弁として採用 したボイスコ

イル型サーボバルプは、内部フィルター、ノズル、オ リ

フィスを持たない構造であり、耐コンタミ性では他の

サーボバルブと比してこの構造の違いに起因する優位

性を有 し
2)、

また、水―クリコール仕様にも対応でき

る。サーボバルプには、多種の方式があるが、それら

の特性を表 1に 示す。今回採用したボイスコイル方式

は、他と比較 して高コス トて|よ あるが、応答 |■、安定

生産性に最も優れている。
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図 3は 、本開発サーボバルプで 10m/sec設定の空

打ち射出時の応答性を評価するためのシミュレーショ

ン結果である。 10m/secの速度指令をステップ入力

した時に、約 2 0 msec後 に設定速度に到達している。

この結果は、ほli実測値と一致した。

表 1 サーボ方式と特性比較

応答性 制御性 Eコンタミヤ菫 パルフコスト

イスコイル方式 ◎ ◎ ◎ △

′和フラフト方式 ○ ○ △ ◎

ェッロ,イプ方式 △ O ○ O

(トホモタ方式〕 △ △ ◎ O

3.2 制御装置

本機 ,よ 、ダイカス トマシントータル制御装置 (TO
SCAST)に よリー括制御されている。ここでは、

射出行程制御のみについて説明する。

射出行程制御には、速度制御 と圧力制御の 2段階が

あり、前段階の速度制御は、エアー混入を最少限にす

るスムーズな射出動作で溶湯を金型キャビテイー内に

極力最短時間で充填させるものである。制御装置への

設定方法としては、プランジヤー位置に対する速度値

をポイントとして入力し、ポイント間では直線補間を

行い最大 10ポ イン トまでの入力を可能とした。

位置、速度値共にデジタル数値入力とし、簡単に速

度設定波形を作成出来るようにした。これにより、自

在な加速、減速が可能 となり、普通法や最高 10m/s
の超高速法だけてはなく幅広い射出動作設定が可能 と

なった。

充填抵抗が時々亥J々 に変化する射出動作において、

設定波形と実動作との偏差が最小となるように、プラ

ンシヤー位置によるリアルタイムフィー ドバ ックを行

つている。また安全性を考慮 して、最終区間で必ず減

速するように、 10ポ イントロの速度上限値を規制 し

、安全及び機械破損のFT護 をソフ ト的に行つている。

速度制御完了後は、後段階である圧力制御に切 り換

える。圧力制御は、バ リ発生を押えて内部品質を高め

るために増圧機構を制御するものであ り、鋳造圧力と

昇圧時間を前カット計測値から学習制御をしている。

別に研究用として、充填完了からの時間に対する鋳

造圧力値をポイントとして入力 して、ポイン ト間は直

線補間を行い、最大 7ボイン トまで入力出来る機械も

開発中である。これは、 リアルタイムフィー ドバ ック

により、ダイカス ト金型固有のパ リ吹き臨界曲線に極

力漸近した最適昇圧制御を可能にするためのものであ

る。図 4に 、その設定専用画面を示す。

3.3 高精度給湯装置

超高速鋳造において、給湯量のパラツキは安定生産

および品質に非常に悪影響を及ぼす。多すぎる場合に

は、減速が遅れたことと同して、大量のパ リの発生を

弓き起こして危険である。また少ない場合には、減速

が早めに効いたことと同して、充填不良となる。

図 4 超高速射出設定専用画面
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図 5 高精度給湯装置のテス ト結果

対策の一例 として、場先の通過を電気的に検知でき

るセンサーを金型のケー ト近傍に設置し、その検出位

置を基準に射出設定波形をシフ トする方法がある。

この方法は理に適つたものと思われたが、テス トを

実施 した結果、以下の問題点が分かつた。

(1)セ ンサー設置場所や検出時のプランジヤー速度

値によっては、湯先の波立ちによる検出誤差が

大幅に生 し、給湯誤差以上の誤差 となる。

(2)悪環境下ての使用であり、センサーの断線によ

り誤動作が起 きる。

(3)金 F_l段 替時の脱着操作による断線 7」k多 く、特別

なメンテナンスが必要である。

そこで、我々は違った観点か らこの問題を解決する

事とした。それは、誤差そのものを無 くす事であ り、

絶対的に給湯量を安定させる事である。

手法としては、機械的にラ ドル計量角度の分解能を

上 |ザ 、また大幅にラ ドル形状を改良 した。

結果としては、実欝造時での給湯精度が±0 2%
であった。これは、当社従来機の精度が± 2%である

ことからすると、約 10倍改善されたこととなる。

図 5に、その評価の一例として、高遠速度 6m/sec

で連続鋳造した時のビスケット厚さの変化を示す。

鋳造状態は、剛性の高い金型と減速制御により、バ

リ吹きはほとんど無い状態であった。

レ仁置          嗜li点 く lうoHレ崎欄

ビスタット厚設定:33皿

鋳込み重量:5 2k

チップ経:80φ



5 射出能力

空打ち時の速度 として 10m/secの 射出能力を持つ

超高速ダイカス トマシンが実現 した7Jl、 実鋳造では溶

場の充填抵抗を考慮 した実鋳造速度を算出する必要が

ある。そこで、マシン能力線図 (P― Q'線図)を用い

て、従来機 との比較を行い、超高速ダイカス トマシン

の射出能力を、金型特性 との関係を交えて検討する。

1)ダイカス トマシンの溶湯の充填能力

スリープ内の溶湯の充填圧力 (P)と充填される溶

場の流量 (Q)との関係は次式で表される。

Ｒ

］

さ

釈

P= ―優2)… ①(従来マシ雅力)

As

Ap

Ps

QO
PO

P。 =全奎 Ps

従来機の溶場の充填能力・」k、 ①式で表されるとする

と、超高速マシンでは、 Q。が 2倍になる。

従って、超高速マシンの溶湯の充填能力は、

P=全£ Ps(11ザ
送≒))②

 (超高速マシン能力 )

で表すことができる。

(2)金型の特性

金型固有の特性 として、ある充填圧力 (P)と 、そ

の時の限界流最 (Q)と の関係は次式で表される。

P=洗`器 … ③喫特0

γm

g

Ag
Cg

射出シリンダ断面積

チップ断面li(ス リープ断面積 )

射出シリンダのヘ ット側圧カ

空打速度で充填される溶湯流量

射出単動シリンダによる鋳造圧カ

溶場の比重量

重力加速度

金型のグー ト面積

ケー ト部の流量係数

O    Q。 2 4Q。 2

／

１．

ヽ

Ｐヽ
一Ａｐ

(3)射出能力の検 .●

縦軸を充填圧力 (P)、 横軸を充填される溶湯流量

の2乗 (Q2)と して①、②、③式を表現すると図8

の様にそれそれ直線で表す事が出来る。①、②式の直

線は各マシンの最大能力(射 出ll,フ 開度全開時)を示し

縦軸と横軸とに囲まれた領域がマシンの溶湯充填可能

範囲である。従って、金型固有の特性線図③との交点

の Qを チップ断面積で除した値が、この金型での従

来マシンおよび超高速マシンの実打最高射出速度であ

り、その差が超高速マシン化による射出能力の向上を

示している。以上の様に本開発は、空打ち速度を増大

溶湯流量の 2乗 :Q'  (1/sec)2
図 8 マシン能力線図 (P― Q2線図)の検討

させて射出能力を向上させているが、別の方法として

、油圧力 (ACC圧 )を高 くして能力向上を図ることも

できる。しか し、この方法は、エネルギー消費長が多

くな り、高圧であれば油洩れの増大が懸念される。

ここで、本開発機て最も効率の良い超高速射出化を

実現するために、金型特性が射出速度に与える影響に

ついて検討する。金型特性には、金型ケー ト面積(Ag)
とチップ断面積(Ap)が関係 してお り、これらが如何に

射出速度 と関係 しているかを個々について調べる。

まず、③式の金型グー ト面積(Ag)を 変えると、金

型特性線図の傾きが図示の傾向て変化する。これは、

同一マシン能力に於いては、グー ト面積が大きいと溶

湯流量が増え、逆に小さいと溶湯流量が減少する事を

意味する。

次に、②式のチップ断面積(Ap)を変えていくと、ダ

イカス トマシンの能力線図が図示の方向に移動する。

これは、金型特性線図との交点を高溶湯流量tE」へ移

動出来る事を意味するが、Apを との様に変えれば増

減するかは、金型特性線図の傾きに依存するので一概

には言えない。しかし、仕事率(PXQ)か ら考えると

、金型特性線図とマシン能力線図の交点の Pで ある

充填圧力が (2/3)P。 の時がマシンの最大能力が発

揮出来る条件であ り、そのようなマシン能力線図とな

るチ ップ断面積を選択すれば最大溶湯流量を得ること

が出来る。従って、効率の良い超高速鋳造を行う場合

には、ます目標溶湯流量を定め、マシン能力線図から

判断 して不足 していればグー ト面積 とチップ断面積の

変更を検討すればいい。世 し、検討時には下記項目も

考慮する必要がある。

1)チ ツプ断面積がマシン仕様範国内である

2)マ シン応答性を考慮 した高速区間を確保する

3)グー ト速度 とケー ト部の焼付、金型の溶損の関係

図 9に、これらの検討事例を示す。



I→Π→lIと 溶湯流量が大きくなる

① l→ II:グー ト面積拡大

② II→Ill:チ ップ断面積拡大

(充填圧力が2P。 '/3時が効率良い)
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溶湯流量の 2乗 :Q2  (1/sec)2

図 9 効率の良い超高速鋳造の検討

6 実鋳造結果と考察

ダイカス トマシンユーザー数社の御協力を得て、現

状生産 している約 10金型について、実鋳造 トライを

実施 した。

6.1 外観観察

従来法の高速射出速度 2m/sか ら超高速法の 6m/sま

での製品外観は、ほとんとの場合、速度の上昇と共に

全体的に湯 しわや湯境などが減少 して光沢の有る良好

な鋳肌 となる傾向が見 られた。しか し、湯 しわが、従

来問題 とされた部位か らは無 くなり、若千ではあるが

問題 とされていない他の部位に移 El」 した例があった。

これは、射出高速化により湯流れ性が変わ り、最終

充填部が変化 したものと思われる。従つて、超高速射

出化には金型方案も含めた検討が必要であると思われ

る。

6_2 マクロ組織観察

図 10は、高速射出速度 と巣の状態の関係を示すマ

クロ組織写真である。箇所は、昇圧加圧にとって最も

悪条件箇所である最終充填部のオーバーフロー近傍で

ある。超高速化にともない、巣の数が増加するものの

個々の大きさが速度 とともに小さくな り、総面積も減

少している。これは、超高速時には葉が微細拡散 し、

短時間充填であるが故に巣の圧縮行程である昇圧加圧

時間を長 く取れ、充分巣を圧縮出来るためであ り、逆

に従来速度程度では、巣か微細化出来ず、また圧縮過

程において凝固が完了して完全に圧縮 しきれなかった

ものだと思われる。従つて、超高速射出化により、巣

が微細拡散、圧縮され、巣の総面積が減少 して、均―

化 した安定組織 となっている。

巣の微細拡散化のメカニズムについては、 l●・ 湯のグ

ー ト流速あるいはグー ト流量が関係 しているものと思

われるが、今回は確認できておらず今後の研究が必要

である。

高速射 出速度

2m/sec

4111/sec

611/sec

円

図 10 マクロ組織に及ぼす高速射出速度の影響

6 3 ミクロ組織観察

図 11は、高速射出速度 と凝固組織の関係を示 した

ミクロ組織写真である。超高速射出の方がデントライ

トセル組織が微細化 している。これは、超高速射出の

充填時間が従来の半分程度 となり、溶湯がより高温状

態でキャビテイー内に充填される事や、早期の昇圧加

圧で型接触状態が密とな り、熱伝達率の上昇から凝固

時の冷去「温度勾配が若干な りとも急 となり組織が微組

化されたものと思われる。図 12に 、ミクロ組織の粗

さ (DAS)に 及ぼす高速射出速度の影響を示す。

この結果か らも射出速度の高速化にともない、急冷

組織 となっていることが確認てきる。

組織か微細であると機械的強度が優れていると言わ

れている。ことから、伸び、弓張強さについて調査 し
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2111/sec 6111/sec
図 11 ミクロ組織に及ぼす高速射出速度の影響
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図 12 ミクロ組織の粗さ (DAS)に 及ぼす

高速射出速度の影響

たが、高速射出速度差の影響が認められなかった。

充填時間の短縮で得 られる程度の微細化では、機械

的強度の改善か期待できないものと思われる。

しかし、超高速射出機は、幅広い射出動作ができ、

注湯から充填完了までの時間短縮が可能であ り、より

微細化のための射出条件の検討が必要である。

6 4 新ニーズの トライ

複数部品の一体鋳造 トライは、一例ではあるが実施

した。その結果としては、高速速度 6m/secの 条件で

鋳造すると、一部分を除けばはほ要求品質を満足する

ことができた。今後、場流れ性の改善と昇圧加圧条件

の見直して対応可能と思われる。

小型マシンによる大物製品の鋳造 トライは、従来鋳

造では、800ト ンマシンで生産 していた薄肉ケース 2

製品を、鋳造圧力を下げて 2ラ ンク下の500ト ンの超

高速射出機で、成形を可能とした。

図 13に その製品写真の一例を示す。この製品は、

高速速度7 4m/sec,鋳造圧力40MPaの条件で
鋳造 したものであ る。

1 10cm l

7.工業所有権

本開発に関連 した工業所有権の国内特許出願は 8件

である。海外特許は米国 3件 ,韓国 3件 ,が登録済み

である。

8.結言

超高速射出ダイカス トマシンと高精度給場装置の開

発を行い、その有効性の評価を実鋳造 トライにて実施

した結果、以下のことが明 らかとなった。

1)リルタイムフィートパックによる空打ち 10m/sec以 上の射出

能力を有する超高速射出ダイカス トマシンと、給場精

度が上02%以下の高精度給場装置を確立出来た。

2)効率良い超高速射出化には、金型の特性に関係す

るグー ト面積 とチ ップ断面積の検討が重要である。

3)湯 しわや湯境が減少するが、場流れ性が変わる場

合には金型方案の変更が必要である。

4)巣が微細拡散 圧縮 されて、巣の総体積が減少 し

た均―なマクロ組織が得 られた。

5)凝固組織は微細化する傾向があるが、現時点では

、機械的強度の改善は図れなかった。

6)機械的強度の改善を考えるには、射出動作全体で

の時間短縮を図 り、冷却温度勾配を急激にした凝回組

織の微細化が必要である。

7)複数部品の一体鋳造や小型マシンによる大物製品

の鋳造 といった新ニーズの実現化が、可能 となってき

た。

8)最後に

今回は、在来金型にて低速 高速 昇圧の 3変化射出

方式の高速射出条件のみを変更して鋳造を行い、上記

結果を得ることができたが、本機は、在来鋳造法や超

高速鋳造法だけではなく幅広い射出動作が選択可能で

あ り、今後それらの効果を評価 し、より安定 したダイ

カス ト鋳造法の技術を確立 していきたいと考える。
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図 13 中型マシンによる大物製品の鋳造例


