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1 緒言

ダイカス トは、溶けた金属 を精度 よく加工 された金型

へ高速、高圧で鋳造する成形法である。そのため、鍛造

や押出等の塑性加工や切削加工に比べ、複雑な形状 を 1

工程で成形できる大 きなメリットを持 っている。しか し

鉄鋼材料で構成されている金型へ鋳造できるのは、比較

的融点の低い軽金属合金 (Al、 Mg系 )が主流であ り、凝

固時間が非常に短い。ゆえに溶湯状態で成形 を完了する

ためには、非常に短い時間で金型内へ充填 しなければな

らない。また高速で複雑形状の金型内へ乱流充填するた

め、製品内部ヘガスを巻込む。巻込んだガスは微細なポ

ロシテイ (空孔)、 更には大 きな収縮巣の起因 とな り、

内部品質を著 しく低下させる。特に機械的性質、中で も

構造保安部材 として設計上、最 も重要な伸び値、衝撃値、

JD04-40

OTakaaki Katoh

Norihiro lwamoto

lsao Iく uboki

Kazuhiro Suzuki

Daisukc Fttimaki

疲労強度の低下 と信頼性、安定性 を著 しく損ねる。それ

ゆえダイカス トは、複雑形状への充填 とガスを圧潰 し内

部品質を確保するために、高圧にて鋳造を行 う必要があ

る。

しか し圧力は液体であるからこそ伝達されるのであ

つて、高圧で鋳造 しても溶湯が凝固 しては圧力が伝達 さ

れず、内部品質の改善は望めない。そこでより液体状態

で充填を完了するために、射出速度を上げ充填時間を短

くする必要性があるが、実際のダイカス トにおいてはバ

リの発生やゲー ト断面積による圧損など様々な要因に

より射出可能な速度には上限がある。特にバ リの発生は、

バリはさみによる金型損傷や鋳造後の後工程が必要に

なるなど著 しく生産性を低下させる。

そこで短時間充填 とバ リレス鋳造の両立を目指 した

IInprovemcnt in quality ofthe dic― casting product by short― tilnc f11ling.

Abstract i

ln rcccnt years thc increascd functions of a dic casting machinc havc cnablcd thc casting conditions, which 、vcrc illlpossiblc to

control befOrc Spcciically thc casting by multistagc control such as tllis multistagc illJcctiOn has bccn dcvclopcd for short timc

f11ling of molten mctal and indccd has cnabled thc f11ling in a shOrt timc compared to convcntional oncs ln addition, thc

deceleration control became achicvablc,、 vhich made it possible to sharply reduce the surgc prcssurc at the cnd of f11ling IIo、vever,

there arc no clear standards as to ho、 v to utilize this ne、v die casting machine for casting in practicc,and there arc many cases v′ hcrc

they do casting thc same as、 vith conventional oncs This papcr prcscnts bascd on actual trial data thc ncccssa,pOints to noticc for

achicving thc dic casting、 vith thc ailn of short― timc f11ling by using thc scⅣ o―contr011cd supcr― high‐ spccd shot dic casting inachinc
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超高速ダイカス トマシンが登場 した。超高速ダイカス

トマシンは、従来のダイカス トマシンにくらべ飛躍的

に加速性能を向上させただけでな く、減速機能を備え

ることによリバリレス鋳造を実現するものである。 し

か し超高速ダイカス トマシンを使用 しても、その設定

条件によリバリを発生することがある。本稿では鋳造

評価 としてキャビティ内圧を計測 した結果より、短時

間充填におけるバリの発生メカニズムと、短時間充填

によるキャビティ内圧への影響について実験・調査 し

た結果を報告する。

十 ンブル切 Ⅲl
‐ 摯

充填時間70ms

充填時間45ms

テス ト用製品
充填時間20ms

2.1 短時間充填を実現する金型特性

ダイカス トにおいて短時間充填 を実現するには、ダイ

カス トマシンの射出特性、チ ップ径、ゲー ト断面積等、

金型まで含めた鋳造システムの特性 を知る必要がある。

特にゲー ト断面積は溶湯の通過流速による焼 き付 きや、

圧力損失による射出速度低下などが問題 となる。例えば

ゲー ト断面積が Ocm2の 時、ダイカス トマシンがい く

らバルブを開けても射出速度は Om/sで あるように、

ゲー ト断面積により実現で きる射出速度 に制限があ り、

流体の連続式等を解 くことで説明される。 2)ダ ィヵス

トにおいては金型限界速度 (Vpc)がある。 (式 1)

金型限界速度は、あるゲー ト断面積の金型において、そ

の鋳造システムが実現できる射出速度の上限である。

Vpc=174
(式 1)

Ag:ゲ ー ト断面積 (cm2)

As:射 出シリンダ面積 (cm2)

Pc:速 度アキュムレータ圧力 (MPa)

Ap:チ ップ断面積 (cm2)

ここで上式の Vpc(m/s)は ダイカス トマ シンの油圧

配管抵抗 を無視 した場合であ り、実際の鋳造で は考慮す

る必要がある。配管抵抗 は ダイカス トマ シンの最高速度

か ら把握す ることがで きる。ダイカス トマ シンの最高速

度 は、速度 アキュム レー タ圧力 を限界 まで高めた時 にバ

ルブを全 開に した値 である。そ こか ら配管抵抗 を考慮 し

た実打 ち金型限界速度 (Vp)を 求める。 (式 2)

(式 2)

Vm:ダ イカス トマシンの空打ち最高速度 (m/s)

ここでバルブを全開にしても速度アキュムレータの圧

力が低ければ、マシンの最高速度 Vmも 低下することを

考慮 しVp(m/s)を 求めなければならない。

求められた実打ち金型限界速度 Vp(m/s)よ り射出

速度の設定を上げても、物理限界の Vpで 速度は頭打 ち

となる。より短時間充填を日指すためには、日標の射出

速度を実現するために必要なダイカス トマシンの選定

とゲー ト断面積を確保 し、金型限界速度を目標射出速度

よりも高 くする必要がある。

2.2 バ リの発生原因

短時間充填 を目指 しても、バ リが発生 しては生産性 を

向上できない。また、型締時のパーテ ィング面クリアラ

ンスや溶湯の状態など、様 々な要因でバ リが発生するた

め、一つの金型において定量化 されたデータを他の金型

へ反映 し難い。また、バ リの発生するタイミングも溶湯

の充填工程で発生するものと、その後の増圧工程で発生

するものがある。充填工程で発生するバ リは充填完了時

の衝撃 (サ ージ)が原因であ り、増圧工程で発生するバ

リは鋳造圧力により発生する型開力が型締力を上回る

事が原因である。増圧工程で発生するバ リは鋳造圧力 と

製品の投影面積 と昇圧時間の関係が重要な要素 となる。

製品の投影面積 と鋳造圧力の積が型開力 として発生す

るが、昇圧時間が長い場合、マシン側の出力が鋳造圧力

に達 した時には溶湯の凝固が進んでお り鋳造圧力は十

分に伝達 されない。その結果、型開力は小 さくなり、増

圧工程におけるバ リの発生を抑えられる。しか し、製品

内部にも圧力が伝達されないため、製品の内部品質 も低

下することになる。鋳造圧力を十分に伝えることがダイ

カス トの品質を大 きく左右することから、製品の投影面

積 と目標の鋳造圧力からダイカス トマシンの型締力を

選定する必要がある。

充填工程 に発生するバ リは、射出速度を上げていった

場合に発生する衝撃が原因である。ボールを壁にぶつけ

た瞬間に発生する衝撃力 と同様 に、溶湯 とプランジャロ

ッド、射出シリンダなど充填工程に動作する物体の慣性

力により、溶湯が充填完了された直後に衝撃が発生する。

これが充填サージと呼ばれる衝撃である。慣性力による

エネルギKは 速度 Vと 質量Mに て表される。 (式 3)

K=0. 5× M× V2 (式 3)

充填サージを低減させるためには、慣性力によるエネ

ルギを小 さくする必要がある。しか し高速速度を低 くす

ると充填時間が長 くなり、充填不良など、製品の品質を

低下させる。そこで超高速 ダイカス トマシンは、高速速

度を確保 し、充填時間を短 くしなおかつ、充填完了手前

に減速することで慣性力によるエネルギを小 さくし、充

Vp=
vpc2× vm2

vpc2+vm2

Ag2× As× Pc
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ひずみ計
填サージを抑え、短時間充填 とバ リレス鋳造の両立を実

現 している。しか し、減速 しす ぎると、充填時間が長 く

なり湯周 り不良を発生する一方、減速 しないとバ リが発

生 して しまう。以上にもかかわらず充填サージを計測、

もしくは定量化 した例は無 く、減速の最適化に関する指

標 も無かった。さらに、充填サージがダイカス トの品質

へ与える影響を具体的に調査 した結果が無 く、超高速 ダ

イカス トマシンを使用 したメリットが十分に明らかに

されていない。

2.3 充填サージとキャビティ内圧計測方法

充填サージはごく短時間の現象であるため、計測に対

して非常に高い周波数応答性が必要となる。そこで充填

完了時のサージが影響する中で最 も岡1性の高いプラン

ジャロッドのひずみ量を計測 した。そのひずみ量は発生

した力に対 して高い応答性 を有 し、また、ひずみ量はひ

ずみゲージを用いることによって電圧に変換 されるた

め、遅れが少ない高精度の計測が可能である。

また、品質評価についてはキャビテ ィ内圧を計測 した。

fヤ ビテイ内圧の計測は、製品の内部品質を掌る溶湯に

伝達 している圧力を知る点で非常に有効である。特に、

鋳肌だけでは判断できない内部品質を鋳造時に判断で

き、品質管理の効率化を図ることがで きる。これまでキ

ャビテイ内圧を計測する手法 としては、押出 しピンの裏

にロー ドセルを設置 して検出する方法 (図 1)や、ダイ

ヤフラム式圧力計 (図 2)がある。しか し、実際の溶湯

と力を検知する部分の間に摺動抵抗等があるため、充填

完了時の充填サージや溶湯の状態による圧力伝達低下

を把握することが困難であつた。そこでより応答性 を重

視 した計測を行 うため、本報では、キスラー社製の水晶

圧電式の圧カセンサ (耐熱温度 300℃ 、計測溶湯温度

850℃ 以下、最大計測圧力 200M P a)を 用いた。 (写真

1)圧 電効果を持つ材料はセラミックス等 もあるが水晶

圧電式にした理由として、水晶が物理的に非常に安定 し

た結晶体であ り、その圧電効果 も加えられた力に対 して

」例 した電荷の発生が得 られ、感度温度係数 も非常に小

さいからである (図 3)。 またヒステリシスが少な く固

有振動数が高いため、キャビテ ィ内圧力など動的な現象

の繰返 し計測には非常に適 している。構造的にもセンサ

の検知部を溶湯により近い箇所に設置で き、間接測定に

比べ誤差要因が小 さいことが期待できる (図 4)。 この

ようなセンサを用いることで、充填時の溶湯の圧力伝達

から溶湯の状態変化を知ることが可能 となり、圧力保持

時間などを評価することができる。

押出 しピレ ロー ドセル

キ ヤビテ イ面―>

ダイヤ フ

キャビテ イ面→

図 2 ダイヤ フラム式圧カセ ンサ

写真 1 クォーツ圧カセンサ

播

水晶圧電式センサの原理

左図のような結晶構造を

もつ水晶板に矢印の方向

に力 (圧力)を加 えると

その表面に電荷が発生す

る。

そ の電荷 を電極 板 に集

め、アンプにより電圧に

変換す る。

図 3 水晶圧電式センサの原理

電荷
C―

水晶素子

図 4 クォーツ圧カセンサによる内圧測定
3.鋳造実験

3.1鋳 造条件

鋳造実験 としてハーフパイプ形状の金型へ圧カセン

サを設置 し、キヤビテイ内圧 を計測 した。また、プラン

ジャロッドには射出動作方向のみの 1軸 応力を測定する

ために、4ア クテ イブゲージ法にてひずみゲージを設置

し、鋳造時のひずみ量を計測 した。併せて鋳造圧力、射

出速度、射出指令信号 を同時間軸でサンプリングタイム

邦＼

チャージアンプ

:雹 「11 111 プリ

図 1 押出しピン式圧力計
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0 02msに て計測を行った。ハーフパイプ形状の製

品肉厚 を固定型キヤビテイの変更によって、製品肉厚 2

mmと 3mmの 場合で実験 を行つた (表 1)。 ダイカス

トマシンは、サーボ制御の超高速ダイカス トマシンDC
350」 一MT(型 締力 3500kN)を 使用 した。

表 1 共通鋳造条件表

製品名 ハーフパイプ

材料 ADC12(溶 湯温度 660℃ )

鋳造圧力 80MPa

チップ径 φ60

製品肉厚 2mm 3mm

ゲー ト断面積 1. 74cm2 2. 66cm2

鋳込重量 870g 1000g

低速速度 0.13m/s 0.lm/s

高速区間 60mm 80mm

写真 2 実験用金型 (固 定型 )

写真 3 超高速ダイカス トマシンDC350J― MT

3.2 実験 1 普通ダイカス ト法による鋳造

3.2.1実 験方法

使用 したDC350」 一MTは 、油圧サーボバルブに

よる射出制御 を行っている。特徴は、高応答にて動作す

る油圧サーボバルブに開度指令信号を lms毎 にプロ

グラミングし、リアルタイムフィー ドバ ック制御 してい

る点である (図 5)。 さらに実鋳造時の抵抗 を計測 し、

次鋳造の射出制御へ反映させる機能を有 している (学 習

制御機能 )。 しか し今回の実験 1は ロジックバルブのよ

うにタイミングと開度のみで実鋳造が行えるようにオ

ープン回路 を追加 し、従来ダイカス ドの条件による実験

を行った。鋳造圧力、低速速度、高速区間 (溶湯がゲー

ト通過時にて高速切替)は 固定 し、昇圧時間と充填時間

(射 出速度)に よる充填サージと型内圧力伝達への影響

を実験、検証 した。

鋳造中にバルブ開度とタイ

自在に変化できる

図 5 ボイス コイル式

ミングを

サーボバルブ動作 と構造図

鋳造中はタイミング・開度を固定

図 6 ロジックバルブ動作 と構造図

鋳造条件 製品肉厚 3mm

グラフ 1

充填時間 40ms 昇圧時間 20ms

鋳造時の計測波形

写真 4 実際に鋳造 した対象製品
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グラフ4 製品肉厚 2mm中央部における圧力伝達率

グラフ2 グラフ 1のサージ部拡大波形

^ 2.2実 験結果
―鋳造実験の結果、グラフ 1、 2の ような波形を計測す

ることができた。サーボバルブヘはロジックバルブと同

様 に、あるタイミングでバルブ開度 を一定にする動作 を

させている。グラフ 1に 注目するとキャビティ内圧力波

形 より、充填 された溶湯へ伝達された圧力は、溶湯が凝

固 してゆ くにつれて低 くなってい くことがわかる。ここ

で、鋳造圧力がどの程度伝達 されたのかを判断する指標

として圧力伝達率 (Tm)が ある。圧力伝達率はマシン

側で出力 した鋳造圧力 (Pm)に 対 して、キャビティ内

圧力 (Pc)が どの程度の割合で伝達 されたのかを表 し

たものであ り (式 4)、 溶湯の圧力伝達率は溶湯の状態

変化を知る上で指標 となる。今回の実験結果による圧力

伝達率を充填完了からの経過時間別に整理 した結果を

示す (グ ラフ 3、 グラフ4)。

Tm=Pc/Pm× 10o (%) (式 4)
Dc:キ ャビティ内圧 (MPa)
イ m:マ シン発生圧力 (MPa)
グラフ 2よ り、充填完了時に充填サージが発生 してい

ることがわかる。さらに、キャビティ内圧で計測された

充填サージとプランジャロッドのひずみ量がほぼ比例

していることも明確 になったことから、鋳造条件別に充

填サージによるプランジャロッドのひずみ量を記す。

(グ ラフ 5、 グラフ 6、 表 2)

宅嗅完了後0紹適時間
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(製 品肉厚 2mm)
グラフ6 充填サージによるプランジャロッ ドのひずみ量

表 2 充填サージによるプランジャロッドのひずみ量

(充 填時間別平均値 )

3.2.3実 験考察

実験結果 より、圧力伝達率は昇圧時間と充填時間の影

響が大 きかった。今回得 られた実験結果では、同 じ充填

時間において昇圧時間が短 く、短時間で日標の圧力に到

達するほど、圧力の伝達効率が向上 している。これはキ

ャビテイ内にてガスを巻込んだ溶湯へ、短時間で高い圧

4-充 卸 幸間90ms・ 昇庄時間20ms

―機―充填時間40mt・尋圧時間 |● rr s

充燎時間27“ s・ 尋圧時間20n,s

l 充埋時間■onis・ 昇王時間20nis

‐警 充轡 キ間8omsヽ 昇圧3キ間らOmt

―藤^充壇時間4omt・ 昇國 割荀60。・s

, え墳時間27●■●・昇圧時間 |● m.

―一 畿 節 咽 ■姉 s・ 昇圧け お o“ s

,t項時F・130ms

3充l_E時間40ms

充lEE撃昇2,ms

充填5寺問20o、 3

製品肉厚 3mm 製品肉厚 2mm
充填時間 80ms 230μ ST 187μ ST

充填時間 40ms 445μ ST 304μ ST

充填時間 27ms 501μ ST 383″ ST

充填時間 20ms 520μ ST 394μ ST

■竺墨ヾ

●‐‐え導時間きoFS昇圧時間2● R・ 6

-趣―充填時間40ms・ 昇■時間20m5

充填時間27「 ・゙昇圧時間20m=

■ 充填時Feq20mε 昇圧時間20m5

■← 充̈填時間2oo、・昇圧時間ら01・ ,

一苺―充連時間40m3・ 尋圧時間50ms

―十一充墳嘲問2■,デ昇E時間うOmε

―
充項時間さoms・尋霊嘲問50o■ 3

グラフ3 製品肉厚 3mm中央部における圧力伝達率
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力になることにより溶湯比重が上が り圧力の伝達率を

向上させていると考えられる。また充填完了後は時間が

経つにつれて溶湯 も部分的に凝固 し、圧力伝達率が低下

すると考 えられる。このことか ら昇圧時間は短いほど、

圧力伝達率は向上すると考えられる。

充填サージは射出速度を上げるほど大きくなること

がわかった (表 2)。 また、昇圧時間には影響 されない

ことも判明 した (グ ラフ 5、 グラフ 6)。 使用 したダイ

カス トマシンは、充填工程で動作する射出シリンダと、

増圧工程で動作する増圧シリンダの 2シ リンダ方式で

あ り、充填工程 と増圧工程が互いに影響を受けない制御

が可能なために、充填サージヘ昇圧時間の影響が無かっ

たと考えられる。

充填時間による圧力伝達率の影響は製品肉厚によっ

ても異なった。充填時間が短いほど、溶湯はより液体状

態で充填 され、圧力伝達率は向上すると考えられる。製

品肉厚 2mmで は充填時間を短 くするほど、圧力伝達率

は向上 した。しか し製品肉厚 3mmで は、同 じ昇圧時間

において充填時間 20ms、 27msよ りも40msの

方が圧力伝達率が高い結果 となった。これは充填サージ

の影響が大 きいと考えられる。

プランジャロッドは充填サージによつて瞬間的に大

きく圧縮 された後、増圧工程においても鋳造圧力により

圧縮 されひずみが発生する。そ してダイカス トマシンは

鋳造圧力 をある一定時間保持する。今回の実験 において、

鋳造圧力が 80MPa発 生 した時のプランジャのひず

み量は約 480μ STで あつた。製品肉厚 2mmの 鋳造

において、充填サージによるプランジャロシドのひずみ

量は 400μ STを超えることは無かつたが、製品肉厚

3mmの 鋳造において充填時間 27ms、 20msの 充

填サージによるプランジャロッドのひずみ量は、500

μSTを 上回 り、さらに製品にはバ リが発生 していた。

このことから、充填サージがある一定値を超えるまでは

充填時間を短 くにすることにより圧力伝達率は向上す

るが、充填サージがある一定値を超えた場合、瞬間的に

型開力が型締力 を上回 り、バ リ等が発生 し金型から一瞬

圧力が抜け圧力の伝達率を低下させていると考えられ

る。

また製品肉厚 2mmで 充填時間が 20msと 、製品肉

厚 3mmで 充填時間 27msは 、同じ射出速度 3m/s
であるにもかかわらず、充填サージが大 きく異なる (表

2)。 これは、充填サージが充填完了時の射出速度に影

響を受けているからである。今回の実験では射出動作中

のバルブ開度を一定にしたため、充填抵抗により充填完

了速度は低下する。溶湯を金型へ充填する時、もっとも

抵抗を受けるのはゲー ト等の断面積が小 さい個所 を溶

湯が通過する場合である。今回の製品肉厚が 3mmと 2

mmで はゲー ト断面積が異なるだけでな く、製品部の断

面積 も異な り、製品肉厚が薄いほど、発生する充填抵抗

も大 きくなる。バルブ開度は一定にしているので、ダイ

カス トマシンからの出力はアキユムレータの油圧変動

があるにせ よほぼ一定であ り、充填抵抗が増すにつれて

射出速度が低下する。それゆえ充填抵抗の大 きい製品肉

厚 2mmの 鋳造は肉厚 3mmに 比べて充填完了速度が

低下 した結果、充填サージが小 さくなったものと考えら

れる。

このように充填抵抗により充填完了速度を低下させ、

充填サージを小さくする手法は、既にオーバーフローヘ

のゲー ト (以下オーバーフローゲー ト)な どを用いるこ

とで実現 している場合がある。金型限界速度など、ダイ

カス トは通過断面積による限界射出速度が必ずある。オ

ーバーフローは最終充填部付近に設置され、温度低下 し

た先湯を製品部内から排出する役割を持つ。またオーバ

ーフローゲー トは トリミングの関係上、狭い場合が多い。

このためオーバーフローゲー トを通過する時の限界速

度は低 くなり、その低下 した速度にてオーバーフローを

充填する。その結果、充填完了時の速度 を低下させ、充

填サージを抑えている。また温度低下 した先湯を排出す

るので、オーバーフロー近傍での溶湯温度の低下は小 さ

く、圧力伝達は向上する。しか し、オーバーフローが設

置されていない部分では、オーバーフローゲー トを溶湯

が通過する前に溶湯が充填 されてお り、オーバーフロー

が充填 される間、鋳造圧力が立ち上がらずに溶湯が凝固

し、圧力伝達率は低下する。オーバーフローゲー トが狭

く、オーバーフロー容量が大 きいほど、鋳造圧力が立ち

上がるまでのタイムラグが大 きくなり、オーバーフロー

近傍以外の製品部における圧力伝達を悪化 させる要因

となる。このように減速機能の無いダイカス トマシンに

て鋳造する際には、充填サージのコントロールをオーバ

ーフローゲー ト等にて調整 しなければならず、充填サー

ジの市1御 と製品全体の圧力伝達を両立させることに限

界がある。

3.3 超高速 ダイカス ト法による鋳造

3.3.1実 験方法

超高速ダイカス トの定義に明確なものは無いが、一般

的には減速制御 をしないとバ リ等が発生 してしまう短

時間充填領域で、減速 を効かせることにより鋳造を可能

にする事 と言える。

今回、鋳造実験にて使用 したDC350J― MTは 油

圧サーボ制御 による射出機構 をそなえている。その特徴

はロジックバルブのようにON-OFF制 御でバルブ

を開閉するだけでなく、指令信号 により開度を微少な時

間で制御できる点にある。今回使用 したダイカス トマシ

ンは、射出動作の設定は位置 と速度にて最大 10点 にて

設定するが、制御装置において設定速度になるよう射出

区間全域を lms毎 にバルブ開度を設定 し動作 さ|せ て

いる。また速度補正機能 として学習制御機能
※特許請求済み

を有 している (グ ラフ 7)。

実験 1で も述べたようにダイカス トでは金型内へ溶

湯を充填 させる時、必ず充填抵抗がある。ロジックバル

ブで射出制御 をする場合、最 も充填抵抗が大 きいと予測
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されるゲー ト断面積だけを把握 して射出速度制御 を行

うことが有効であった。しか し実際の鋳造ではダイカス

トの特性上、より複雑な形状での鋳造が望 まれているた

め、ゲー ト通過後の充填抵抗 も時々亥J々 と変化 し増大 し

てい く。また溶湯温度や合金の種類によっても充填抵抗

は大 きく異なる。事前に充填中の断面積変化を全て入力

するiこ とができれば、充填抵抗 をある程度予測すること

は可能であるが、実際に充填抵抗 を全て予測することは

不可能である。そこで学習制御機能では 1回前の実鋳造

から充填時の抵抗 を算出 し、次鋳造時のバルブ開度へ 1

ms毎 に反映 し、高速射出中であっても充填抵抗に合せ

バルブ開度を変更 し出力を制御 している (グ ラフ 8)。

|■
~ ~1

114-一―子習 制 御 i 

…

■ |

「
=11: 

■ :

111___j

グラフ8 学習制御実行中の射出波形

鋳造条件 製品肉厚2mm 射出速度3m/s→ 0.5m

以上の市1御機能を有 したダイカス トマシンを用い、減

速条件 として最終速度設定 と減速区間を変化 させ、圧力

伝達率 と充填サージの計測実験 を行った。

」D04-40

3.3.2実 験結果

学習制御機能を使用 し、減速制御 を行った鋳造の結果を

言己す。

表3 減速条件による充填サージヘの影響

鋳造条件 製品肉厚3mm 昇圧時間20ms

減速条件 減速区間 充填サージによるプラン

ジヤロッドのひずみ量

圧力伝達

効率順位

3m/s→05m/s 10mm 421μ ST 1

3m/s→ 10m/s 10mm 464μ ST 3

3m/s→20m/s 10mm 499μ ST

3m/s→ 10m/s 20mm 153μ ST 5

3m/s→ 20m/s 20mm 428μ ST 2

減速条件 減速区間 充填サージによるプラン

ジヤロ ノドのひずみ量

圧力伝達

効率順位

3m/s→ 05m/s 10mm 431μ ST 3

3m/s→ 10m/s 10mm 436μ ST 5

3m/s→20m/s 10mm 458μ ST 6

3m/s→ 05m/s 20mm 317μ ST 4

3m/s→ 10m/s 20mm 342μ ST 2

3m/s→ 20m/s 20mm 425μ ST 1

表 4 減速条件によ

鋳造条件 製品肉厚 2

る充填サージヘの影響

mm 昇圧時間20ms
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グラフ9 製品中央部における減速条件よる圧力伝達率

造条件 製品肉厚 3mm 高速速度 3m/s 昇圧時間20m鋳

9000

8000

2いs   5ths   t帳    
…鵜

―グラフ10 製品中央部における減速条件よる圧力伝達率

鋳造条件 製品肉厚 2mm 高速速度 3m/s 昇圧時間20ms

グラフ 7 学習制御中の射出波形

充瞑抵抗に合せて,―ボだルプを

高速射出中に開度を変更
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3.3.3実 験考察

製品肉厚 3mmの 鋳造において最 も圧力伝達率が高

かったのが最終速度 0.5m/si減 速区間 10mmで
あった。逆 に圧力伝達率が最 も低かつたのは最終速度 1

0m/s:減 速区間 20mmで あった。この条件が最 も

圧力伝達が悪かった理由としては、減速 しす ぎで他の条

件 よりも充填時間が長 くなったためであると考えられ

る。しか し充填時間だけを考慮すると、減速区間が短 く

最終速度が高い条件 となるが、実際には実験 1と 同様 に

製品肉厚 3mmに おいて充填サージが 480μ STを
超えると、減速を使用 していても圧力伝達率が低いこと

がわかった。

製品肉厚 2mmに おいても同様で、充填サージによる

プランジャロッドのひずみ量が 430μ STを 超える

と、圧力伝達率が低下 している。これは実験 1と 同様 に

瞬間的に金型が開きバ リ等が発生 し、圧力が抜けたため

と考えられる。但 し、製品肉厚 3mmの 鋳造に比べて圧

力伝達率が低下 しはじめる充填サージの分岐点が小 さ

_  い結果 となった。これはキャビティ部 を入れ替えたため

に、金型の鋳造特性が変化 し、バ リが発生 し易 くなった

ためだと考えられる。このように充填時間を短 くしても

圧力伝達率が低下する充填サージの分岐点は、金型のパ

ーテ イング面クリアランスや、製品投影面積の上下左右

の面積バランスによって異なる特性値であると考えら

れる。この特性値を把握することで理想的な減速制御条

件を実現することが可能である。

また今回の超高速ダイカス ト法を用いた実験結果は、

普通ダイカス ト法に比べ圧力伝達率のピークだけ

でな く、キャビティ内圧力の保持時間が向上 しているこ

とがわかった。保持時間が長いということは、センサ部

以外の製品全体の圧力伝達率が向上 したことを表 して

いる。特 に製品肉厚 2mmの 鋳造は実験 1に 比べて飛躍

的に圧力伝達率が向上 している。これは充填抵抗が大 き

いものほど、サーボ制御 と学習制御機能による短時間充

填の効果が大 きいためである。

3 4 他合金による鋳造

3.4.1実 験方法

上記 まではADC12を 用いて鋳造を行った。

ADC12は Al― Si― Cu3元 系共晶合金であ り、

非常に高い鋳造性を有 してお り、複雑形状 を 1工程で得

るダイカス トのメリットを最 も発揮する合金 といえる。

それゆえ、今回のキャビティ内圧力測定は凝固による圧

力伝達率の低下を計測することができた。しか し一方で

はMg合 金など決 して鋳造性が良 くない製品ほど付加

価値が高いのも事実である。そこでノー トパソコンなど

で一般的に鋳造 されるAZ91Dに て 02年 ダイカス

ト会議 にて発表 した高真空鋳造 システムとM gttE M
P給湯 システムを用いた鋳造を行い、キャビテ イ内圧力

と実製品の引張強度試験を行つた。実験には型締力 49
00kNの DC500CL― HTを 用いた。

3.4.2 実験結果

昇圧時間を変更 し鋳造 した波形データを下記に記す。

グラフ 11 射出速度 4m/s 昇圧時間 150msの 射出波形

グラフ 12 射出速度 4m/s 昇圧時間 30msの 射出波形

製品中央部分か ら引張試験片 を切 り出 し、引張強度試験

を行 った。                N=5

表 5 共通鋳造条件表

製品名 ハーフパイプ

・材料 AZ91D(溶 湯温度 660℃ )

鋳造圧力 100MPa

チップ径 φ60

製品肉厚 2mm

ゲー ト断面積 1. 74cm2

鋳込重量 600g

低速速度 0.lm/s

高速速度 4m/s

高速区間 60mm

鋳造実験の引張試験結果

引張強度

150ms

2 4 0blPa
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3.4.3実 験考察

今回実験 したマグネシウム合金は、凝固が早 く充填時

間・昇圧時間を短縮 しても、製品部・末端部では増圧工

程 における圧力伝達が殆 どされなかった。その結果、昇

圧時間を変更 しても、製品部にかかる圧力は変わらず、

製品強度への影響は無かった。

また増圧工程において既に溶湯が凝固 し、巣の圧潰効

果が期待できない鋳造では、真空鋳造の使用・不使用 に

よる製品強度への影響が大きい結果 となった。これは巻

込み巣に対 して圧潰効果がない条件においては、巻込む

ガスの絶対量を低減する事が非常に有効であることが

結果 として得 %れた。

4。  まとめ

今まで様々な場面において超高速 ダイカス トマシン

を使用 した鋳造品の品質向上など具体例を目にしてき

た。しか し超高速ダイカス トマシンを用いても、従来機
し
同 じ鋳造条件を設定 しては、品質の改善は望めない。

■回`の論文においては超高速ダイカス トマシンをより

効果的に使用するためには、どのような点に着 目するべ

きなのかを考慮 した結果、充填サージをプランジャロッ

ドのひずみ量から計測 し、製品品質を掌る圧力伝達率に

着目して実験・考察を行った。その結果、以下のことが

わかった。

O同 じ充填時間・鋳造圧力では、昇圧時間が短いほど

圧力伝達率は向上する。

②昇圧工程が独立したダイカストマシンにおいて、充

填サージは昇圧時間に影響されない。

0充填サージは、充填完了時の射出速度に影響を受け

る。

①減速制御をしない鋳造条件において充填抵抗が小

さい鋳造ほど、充填完了時の射出速度が高 くなり充填サ

ージが大きくなるc

Oあ る一定の充填サージ以下では、充填時間が短いほ

_・ 圧力の伝達率は向上するc

Oダ イカスト生産システムにおいて、ある一定の充填

サージを超えた鋳造条件では、充填時間を短 くしても内

部品質を掌る圧力伝達率が向上 し難い。

O減速を効かせすぎると充填時間が長 くなり圧力伝

達率は低下する。

Cナ曽圧工程で圧力伝達率が非常に低い条件では、真空

装置など巻込むガスの絶対量を低減することが有効で

ある。

充填抵抗 も考慮 した高速射出動作による短時間充填

と、減速機能を活用し充填サージ低減を実現 した鋳造は、

従来の鋳造条件に比べて圧力伝達率と保持時間が向上

する。これはキャビティ内圧力の絶対値にて品質管理を

した場合、短時間充填とバリレス鋳造による圧力伝達率

の向上の結果、従来よりも低い鋳造圧力でもキャビティ

内圧力を確保できることになる。これがダイカス トの高

速・低圧化に代表されるマシンのダウンサイジングであ
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り、超高速ダイカス トマシンがワンサイズ上の鋳造を可

能にする理由である。しか し、既存の鋳造条件において

製品全体に圧力伝達率が 100%実 現 している場合、さ

らなる短時間充填 を実現 しても圧力伝達率を向上でき

ず、その鋳造において低圧化 を行っても同等の品質の確

保は不可能である。既存の鋳造条件によつて圧力が実際

にどの程度伝達 されているかを把握すれば、超高速ダイ

カス トを実現 した時の品質改善を予沢1す ることが可能

となる。

また現在実用化が進んでいる高真空ダイカス トの殆

どがマルチランナー等、短時間充填を必要不可欠として

いる。これらの鋳造はゲー ト断面積 を確保することで、

ゲー トによる充填抵抗 を小 さくし、製品部における流動

長を短 くすることで高品質を実現 している。このように

充填抵抗 を小 さくした鋳造ほど、短時間充填を目指 した

場合に発生する充填サージの影響は大 きいと考えられ

る。ゆえに短時間充填 と充填サージ低減によるバ リレス

の両立 を実現する鋳造システムの構築と、その条件の見

極めが重要である。

増圧工程での圧力伝達率が非常 に低い場合において、

真空ダイカス トなど巻込むガス含有量を低減 させる手

段は有効であった。しか し、普通ダイカス ト法の領域で

真空を用いる事が有効であっても、超高速領域で圧力伝

達率を確保で きた場合、キャビティ内の減圧による品質

への影響は小 さくなる事例がある。品質確保のために真

空装置を安易に設置するのではなく、実際に製品部へ伝

達されている圧力 を考慮 した結果、真空装置を設置する

半」断をすることが、効率的な生産システムの構築するこ

とになる。

最後に今回の論文において、ダイカス ト鋳造時の品質

管理手法 としての型内圧力 と、充填サージの把握のため

にプランジャロッドのひずみ量を計測 した。しか し計測

手法 としては改善の余地があ り、またADC12,AZ
91D以 外の他の合金による圧力伝達の変化なども、ダ

イカス トの品質を管理する上で非常に重要なデータベ

ースとなる。今後、ダイカス トが現状以上に複雑な形状

を実現できる成形性 を確保 しなが ら、塑性加工 と同等の

品質 レベルに達するためには、様々な角度からの品質管

理技術 と品質向上技術を実現する必要がある。
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