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1 はじめに

様々な素形材の中でも,鋳造は複雑な形状の製品を低コス トで大量に製造するプロセスとして広く用
いられている その鋳造において,ひとつひとつの製品を製作するうえで最も時間を消費する工程は
製品を凝固させる工程である この凝固時間を極限まで縮めた製法がダイカス ト法である たとえば
同じようなアルミ合金でも,低圧鋳造法や重力鋳造法の凝固時間は何分もかかるが,ダイカス ト法な
ら同じ製品でもその凝固時間は数秒から数十秒で済む その理由は,ダイカス トの金型は内部冷却 ,

スプレー,外冷などによつて溶湯よりずっと低い温度に保たれているからである このように冷去「さ
れている金型に溶nll金属を充填するためには,そ の凝日は充填 と同時に始まり極めて短時間で終了し
て しまう そのためダイカス トマシンには溶湯金属が凝固する前にキャビティーヘ充填 しカロltを 完了
させる射出能力が要求される、二つの工程にかかる時間の合計は0 1秒 前後である
本稿ではダイカス トマシンの持つ ①加速 減速能力,②充填能力,0昇圧能力の、製品の品質に及ぼ
す影響について述べる。様々な金型に対して、これらの能力を最大限に引出すことが「ダイカス ト製
品のものづくり」に寄与すると思われる。

2 射出シリンダーのカロ速 減速能力
一般的にダイカス トの射出工程はスリーブが溶湯で満杯になるまで,あ るいは湯先がゲー トに到達す
るまでは低速で射出し,そ こから高速に切換えてキャビティーを充填する これは湯が冷えない内に

充填を完了するためには始めから高速で射出する方がよいが,反而空気やガスの巻き込みを最小限に
するために 1ま できるだけその高速の開始を遅らせる方がよいからである 溶湯はスリーブに注湯され
た瞬間から凝同を始めるが,冷却速度が速いのは主にゲー トを通過 してからである そのため低速か
ら高速への切換特性が重要であり,最終的に到達する速度の大きさだけでなくその速度に到達するた
めの時間すなわち加速時間の大小が問題になる カロ速時間の違いが充填時間や高速開始位置に影響を
及ぼす例を図 1及び図 2に示す

図 1において,波形 2ではカロ速に時間がかかり充填時間が t,だけ長くかかつている また図 2におい

ては,ゲー ト通過開始時の速度を波形 1と 同じにするため,あ らかじめ早く高速に切換えた例である
が,結果としてその分 (低速速度×t4)だ け低速区間が短くなり換わりに高速区間が長くなり,空気や
ガスの巻き込みが増えていると考えられる このように高速射出へのカロ速時FHDは 高速の速度と同様重

要であることが分かる 当社のサーボバルブを使用したモデル (超高速射出 サーボ制御射出マシン)

では 0→ 5mた への加速時間が従来モデルの 20msecか ら5msecへと向上している

以上は射出シリンダーの加速能力であるが,射出シリンダーの減速能力1)同 じように重要である

充填完 了時点では射出シリンダーヘ流入する作動油からビス トンさらにはプランジャーチップまでの

運動質量が一瞬にして停止するため大きな衝撃を発生させる このうち油圧作動油の急停止による
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図 1 加速時間と充填時間
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R2 カロ速時間と高速開始位置



水撃作用 (油圧サージ)の圧力上昇ZPIは ,射出速度を 3111/sと すると理論的には以下のように計算
される

zlP l=(作動油の密度)× (作動油内の音速)X(作 動油の流速)

■105× 103X1425X30-449× 106(Pa)-4 49 QIPD
この計算式は一般式であり、最近の当社モデルではこの水激作用 (油圧サージ)を極力少なくさせる
べく油圧回路を工夫し本条件においては1/7以下に低減させている
この圧力をチップ径φ70と して溶湯圧力に換算すると,

∠P2=JPl× (射出ビス トン断面積)÷ (チ ップ断面積)

=449× (0125■ 007)2=14 3 01Pa)
これに対して,射出ビス トンからプランジャーチップまでの質量が停1にすることによって発生する力

(慣性サージ)は以下の式で計算される

JF=(運動物体の質量)× (速度)÷ (停止時間)

=707× 30■ 0005=42420 N)
チ ップ径 φ70と して溶湯圧力に換算すると,

自P3-/F÷ (チ ップ断面積 )

-42420■ (0072× 314■4)=110× 107 1Pa)=11 0 QIPa)と なり,

/PJま翅P2と 司等または油圧回路によつて値が大きいことが分かる
いずれにしてもこのような衝撃が次の4項に述べるようなバリ発生の原因となる 射出シリンダーを
減速制御すればこのような衝撃とバリの発生を防ぐことができるが,ゆつくり減速したのでは充填時

間が延びてしまうので,短時間で減速する能力が必要になる

3 ダイカス トマシンの充填能力

ダイカス ト鋳造は,溶湯金属が凝固する前にキャビティーペ充填 じ加圧を完了させる必要がある
キャビティーの容積をC(製品の体積+オーバーフローの体積),充填時間を tと すると

溶湯金属の瞬間的な流量 Qを表すと

Q=C■ t

このQはプラスチックの射出成型においては射出率と呼ばれている値と同じである
ここで製1冒 1体積を単純に製品面積 S× 製品肉厚 Tと おき,オーバーフローの体積を無視すると,Qは
次のようになる

Q=S× T■ t

一方製品の凝固時間は肉厚の二乗に比例すると考えられるから,充填時間も肉厚の二乗に比例すると

考えると,Qは以下のようになる

Q=S× T■ t=S× T■ lkfT2)=S■ αfT=kf l(S■Tl  (kfは 定数)

この式から,溶湯流量 Qは製品の面積と肉厚の比で決まり,充填の難易度を表していることが分かる
つまり薄内で面積の大きいダイカストほど,必要な Qの値が大きくなるということである
プラスチックの射出成型においては,こ の射出率の値はダイカス トにくらべて低いため,その充填工

程は電動機あるいは容積型の油圧ボンプによって直接駆動することができる それに対してダイカス

トの射出率 (溶湯流量)はプラスチック射出成形の数十倍から百倍にも及ぶため,アキュムレーター

を設けてその内部に蓄えたエネルギーによつて射出シリンダーを駆動する必要が生してくる 容積型

油圧ボンプの場合,その駆動速度は負荷によってあまり変化しないため,無負荷時の速度がそのまま

成形時の速度とみなすこともできるが,アキュムレーターで駆動する場合にはその射出速度は圧力と

ともに変化し,いわゆる空打と実打の差として現れてくる このような溶湯流量 Qと 溶湯を充填する

圧力 Pと の|.5係 は,以下のように表される

金型に対して ,

P=ρ Q2/(2Cg2馬う … ………………………… (1)
上式において, ρ:溶湯密度,Cg:流量係数,Ag:ゲ ~卜 断面積
マ シンに対 して ,

P=Pl― Pl“12/Qlう  …………………………… …… (2)
上式において,Plは最大鋳造圧力でP]=FO/AO(FO 充填射出力すなわち増圧をかけない状態で射出
シリンダーが出せる力,ん :チ ップ断面積),Qlは最大溶湯流量でQl一九 ×Vo(VO:空打最大プラン

ジャー速度)以上の関係を350ト ンダイカストマシンを例にしてグラフで表すと図3の ようになる
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図 3 P― Q関係図

図 3で注目すべきことは,ゲー トIIf面 積が変るとその抵抗値が変 り,射出シリンダーのエネルギーを

最も効率よく引出すことができるプランジャーチップ径の値が変化するということである すなわら ,

Ag=0 83 cll12に 対してはo80,φ 70,φ 60の L‐ に Qが大きくなつている 同様にAg-1 30cm2に 対
してはφ60, φ80, φ70の順に,Ag=1 94cm2に対してはφ60, o70, φ80の順にそれぞれ Qが大

きくなつている プランジャーチップ径は鋳造圧力やスリープ充填率の観点から選定することが多い

が,充填性能に与える影響も考慮するべきであるということを示している この現象を理解するため
の手段として, 自動車の速度と空気抵抗の関係を図4に示す

図 3と 図4を比べてみると,流量あるいは車速の二乗に比例してそれぞれゲー ト抵抗あるいは空気抵

抗が増大するという点が共通しており,ダイカス トの場合は Cg2人2が大きいほど, 自動車の場合は

Cd Aが′卜さいほど抵抗は小さく,充填圧力あるいは駆動力が少なくて済むことが分かる 自動車の

場合,ダイカストのチップ断面積に相当するのが最終減速比 (タ イヤの大きさも考慮)である 司―

のエンジンでも空気抵抗に合わせて最終減速比を選定することにより,効率よくその最高出力を引出

すことができるわけである
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図4 自動車の空気抵抗と駆動力



ダイカス トマシンの射出シリンダーも最高出力が増えれば充填能力が増えるわけである/」・,当社のサ
ーボバルブを使用したモデル (超高速射出 サーボ制御射出マシン)では従来モデルに対して,その

最高速度を約二倍に増大させることにより最高出力を約二倍 (350ト ンマシンの場合で 562kW/
58m/s)と している アキュムレーターのF■力は変えずに油圧回路を改善することにより速度を増大
させており, 自動車のエンジンでいえば,排気量は増やさずに回転数を上げて最高出力を増大させる
のと同じである
このようにして増大した射出シリンダーの最高出力を有効利用するためには,プランジャーチップ径
やゲー ト断面積の適切な選定が必要になる このような検討を行うためには,式 (1)と 式 (2)か
ら得られる解,Q2-2C♂ 共2Q12P1/(ρ  Q12+2Cg2Ag2 Pl)及 び P=ρ QPP1/(ρ Q12+2Cg″ぽ Pl)の
値を数値計算 してもよいが,も っと簡単な方法として,P Q2線図を利用すれば作図によつて適切なプ

ランジャーチップ径やゲー ト断面積を検討することができる
P Q2線図の特長は,横軸を Q2の関数尺とすることにより,二次曲線を直線で表すことができるよう
にした点であり,意味するところは図 1の PQ関係図と同じである なお従来このような検討を行う
際,溶湯流量又は射出率という用語が普及してないため,射出速度で論 じることが多かったが,速度
が出てもチップ径が小さければ湯が回らないことを考えても分かるように,速度ではなく流量で論 じ
るべきである これはちょうど自動車の走行性能 (エ ンジン性能で1ま ない)に関しては車速で論じな
ければならないのと同じで,エ ンジン回転数で論じていてはギヤ比を考慮 しなければ必要な性能が出
ているのかどうか分からないというのと同じである P Q2線図の例を25に示す
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図5 P― Q2線図

4 射出シリンダーの昇圧能力

ダイカス トでは射出した瞬間に溶湯が金型のパーティングラインから吹き出したり,あるいは金型か

ら吹き出さなくてもキャビティー以外の本来充填するべきでない場所まで溶湯が回つてしまうことが

ある これがいわゆるバ リ吹き現象であり,その原因として考えられるのは,①射出によつて発生す

る型開力が型締力を上回り,型が開いてしまうこと,あるいは,②型が開かなくても金型のエアベン

ト,中子摺動面,熱変形によるすきま等に溶湯が圧入されてしまうことである

①の現象はパスカルの法則によって型開力を計算することにより容易にr12析できるが,②の現象はも

う少 し複雑である 金型にはエアベン ト,中子 lL・動而,熱変形によるすきま等,様々なすきまがある

が, もし水や油等の液体を充満させて加圧すれば必ずそこから漏れてしまう ダイカス トの場合,溶
融金属が漏れないのは凝固しているからにはかならない つまり溶湯が凝固する前に加圧されればバ

リが発生 し, ti同 してから加圧されればバ リは発生しないわけである
バリ発生について検討するためキャビティーの一部を拡大 し,図 6に示すような同相率 100%の 凝

固層と,液相率 100%の 溶湯部分だ |す からなる単純化したモデルについて考えてみる

P I(MPa
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図6.バ リ現象のモデル

図 6において,すきま部分の凝固皮膜が溶湯圧力に基づくせん断力によって破断する限界を求めるた
め,凝固層の厚さTx,すきまの幅 G,奥行きを 1と してせん断応力 τを計算する。

τ=P・ G/(2 Tx)≦ τ。………………………… (3)
(3)式で τ。は凝固層のせん断強 さであ り,これを書き直す と次式になる。

P≦ 2 Tx・ τ。/G…………………………………………… (4)
(4)式から凝固皮膜が薄いほど,ま た金型のすきまは大きいほど限界圧力が低い,すなわちバ リが

発生しやすいことが説明でき,経験的に言われていることと一致する.

凝固完了時点では、両側から成長 してきた凝固層が中央部でぶつかるから,次式の関係が成 り立つ .

2 Tx=T… ………………………………………………………………… (5)
またキャビティー充填開始か ら, この凝固完了までの時間が製品凝固時間 tsで あ り, この製品凝固時
間 tsと 製品肉厚 Tと の関係は前述 したように以下の式で表 される.

ts=ks・ T2 (ksは 定数)… …………………………… (6)
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図 7.昇圧曲線 とバ リの発生



図 7のデータは,式 (9)の関係がある程度正 しいことを示すものと考えられる そこで式 (9)の
内容と昇圧曲線との関係を図 8に示す
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図8 バ リll市1限界と昇F■ 曲線

図 8はバリ抑制限界とともに,異なる射出条件 1, 2, 3の lt力波形を示している 射出条件 1は他
の条件に比べて昇圧時間そのものは短いが充填時間は一番長く,バ リの抑制限界の曲線から離れてい
る分だけ溶湯を効果的に加圧できずに製品が凝固してしまっていると考えられる 条件 2ではより短
時間で充填を完了し昇圧に入つている 条件 3(超高速射出 マルチインジェクション)では,他の
条件に比べて最も短時間で充填を完 rし ,速やかにバ リ抑制限界に最 t,近い状態で昇圧 し,効果的に
キャビティー内をカロ圧 し製品の品質向上に寄与しているものと考えられる

5 まとめ

今回の解析及び実験から以下のことが明らかになった
1)ダイカス トの凝固時間は極めて短いため,できるだけ短時間でキャビティーを充填 し加圧する

ことが必要である しかし、空気やガスの巻き込みを抑えつつ短時間充填を実現するためには ,

高lH・射出の速度だけでなくその加速時間も重要である またバ リの発生を抑えるためには減速
特性も重要である 特に減速特性は射出時の充填完了時の衝撃 (油圧と質量のインパク トサー
ジ)を無くす事によリバリ発生防止以外に金型やチップ スリーブの寿命を延ばす効果がある
ことが分かつて来た

2)さ らに、ダイカスカ トマシンの射出能力だけでなく,ゲー ト断面積やプランジャーチップ径の
見直しも必要である

3)キャビティーを充填 し効果的に加圧するためには,ダイカス トマシンの昇圧特性が重要であり,

バ リのlll制限界の,I力 曲線にできるだけ近い状態で溶湯をカロ圧することにより,高品質のダイ
カス ト製品が鋳造できるものと考えられる

(以上 )

製品凝固領域


