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新鋳造プロセスによる
大型ダイカスト部品の鋳造

シンプルかつコンパクトな設備で投影面積や流動長の大きい部材を鋳造
する手段として、従来の低圧鋳造に精密ガス加圧制御やダイカストのビ
スケット加圧機構を付与した新しいタイプの鋳造プロセスを提案した。
本稿では、この新プロセスの概略ならびに試鋳した大型ダイカスト部品
の品質について紹介する。

1．はじめに

　　佐 々 木　寛　人　　
宇部興産機械㈱

　ダイカスト品の価格競争が激化するなか、よりコ
ンパクトな設備で投影面積や流動長の大きい部材を
生産することが求められている。そのような要求に
応えるため、筆者らは、可能な限りメタル圧を抑え
たダイカスト技術を訴求してきた 1）。しかしながら、
従来のダイカストの延長線上からのアプローチで
は、要求品質を確保しながら低減できるメタル圧は
限られ、他方、高圧・高速射出充填を前提とする限
り、設備の大幅なコンパクト化は困難である。そこ
で、筆者らは、設備はダイカストに比して簡素なが
ら、主として厚肉の強度・耐圧部材に適用されてい
る低圧鋳造に軸足を移し、それに精密ガス加圧制御

やダイカストのビスケット加圧機構を取り込んだ新
しい鋳造プロセスを考案した。このプロセスは金型
キャビティへの溶湯充填にガス加圧と油圧の双方の
ソースを利用することから、Hybrid Fill Casting2）

（ハイブリッド・フィル・キャスティング）、略して
HFCプロセスと名づけた。本稿では、このHFCプ
ロセスの概略ならびに、このプロセスを用いて従来
の低圧鋳造の課題である湯流れ性の改善に取り組む
べく自動車の一体型サスペンションメンバーの鋳造
を試みた結果について紹介する 3）。

2．1 　試験設備
　上述の要素技術を具現化した鋳造試験設備の外観
を図1に示す。
　試験設備は型開閉ユニットに型締力を発生させる
油圧シリンダを連結し、その反力を受けるフレーム
を外周に配置した型締部と、新規導入した低圧鋳造
用保持炉を主要構成とし、これに付帯する制御盤、
油圧ユニット、作業床ならびに安全柵からなる。本

設備の主要仕様を表1に、鋳造試験に用いた低圧鋳
造用保持炉の構造を図 2に示す。
　図中に示すとおり、低圧鋳造保持炉のガス加圧制
御には精密かつ高応答性ガスサーボバルブを活用し
た精密レギュレータを、また、加圧室蓋の上方には
レーザーセンサを配置し点検窓を介して湯面変位を
常に観測するようにした。

2． 実験方法
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図 1　鋳造試験設備

表１　鋳造試験設備型締部の主要仕様

項目 定格 備考

型締力 150 ton 型開閉シリンダ 29ton
を含む

型開閉ストローク 1,105 mm
押出力 29 ton
加圧シリンダ推力 30 ton

センターピンストローク 100 mm 湯口閉塞 St：25mm

最大メタル圧 20 MPa センターピン径φ120

図 2　低圧鋳造用保持炉

2．2　鋳造動作
　図 3に本プロセスの一連の動作を溶湯の動きを中
心に模式図にて説明する。
　① 窒素ガスセパレータ、精密レギュレータを介し
て加圧室に窒素ガスを導入し加圧室の湯面を押
し下げる。湯面変位は常時レーザーで監視し金
型への溶湯充填状況をモニターする。

　② 加圧室の湯面を下げることで注湯室の湯面が上
昇し金型への溶湯充填が始まる。

　③ガス圧をさらに増大し溶湯を金型に充填する。
　④ レーザーセンサにて金型に溶湯が充たされたこ
とを検知した後、センターピンを下降させて湯
口を閉塞する。湯口閉塞後はガス加圧を止め、
湯口付近の溶湯を速やかに注湯室に戻す。

　⑤ センターピンをさらに下降させて湯溜り部を加
圧し金型内の溶湯にメタル圧を伝える。湯溜り
から離れている厚肉部位には必要に応じてスク
イズピンによる局部加圧を行う。

　⑥ 凝固完了後、センターピンとスクイズピンを原
位置に戻す。

　⑦ 型を開いて製品を取り出す。保持室の炉床の
タップ弁を開いて注湯室と加圧室に次のショッ
トの溶湯を補給する。

図 3　低圧ダイカストの動作
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図 5　ガス加圧およびセンターピン制御

3．鋳造試験結果および考察

3．1　試鋳サンプルの外観
　図 6に上述の鋳造条件で得られたサンプル
の外観を示す。サスペンションメンバーの形
状は概ね形成されているが、アルミ溶湯の未
充填による小さな穴が底板部や縦壁に、肉厚
2mmの細リブ部には、ところどころに湯流
れ不良による未充填が認められる。また、金
型離型剤が転写されている部位は湯溜りや
ランナーに限られ鋳物全体が銀白色を呈し
ていることから、メタル圧が製品表面部にほ

2．3　試験金型
　図 4に市販部品の形状を参考に製作したサスペン
ションメンバーの金型キャビティ図を示す。

　製品外形寸法は 880 × 405 × 65mm、金型キャ
ビティの投影面積は 1100cm2、最小リブ肉厚、最小
底板厚はそれぞれ 2mm、4mm、製品部ゲート厚は
5mmである。製品部重量は約 7kg、ランナー、オー
バーフロー、湯溜り部を含む全鋳込み重量は約 9kg
である（製品部歩留り約 78％）。センターピンはキャ
ビティ充填完了と同時に最大速度で下降して湯口を
閉塞する。湯口閉塞ストロークは 25mmであり、こ
のストロークを超えたところから湯溜り部が加圧さ
れ、キャビティ部にメタル圧が伝達される。その後
センターピンは湯溜り部の溶湯の凝固による抵抗と
バランスする位置で停止する。

2．４　試験合金および鋳造条件
　サスペンションメンバーの鋳造には市販のADC12
合金を使用し、溶湯温度を 730℃に保持して実験
に供した。金型離型剤は㈱MORESCO 社製のグラ
フェースGT-400 を希釈率 30 倍にて用い、金型温度
については、キャビティ製品部の表面温度が上型は
200 ～ 240℃、下型は 170 ～ 270℃の範囲となるよう
適宜捨打ちを実施しながら鋳造データならびにサン
プルを採取した。センターピンによる加圧凝固時間
は 20 秒、人力による製品取出しと金型スプレー作
業を含んだ全体の鋳造サイクルは約 5分である。
　ガス加圧については注湯室の溶湯が湯口に到達する
10kPaまで 3秒をかけて加圧し、その後 2秒で最大圧
の 80kPaまでガス圧を上げ、そのままその圧力を保持
する設定とした。一方、センターピンは、溶湯が湯口
に到達してから 1.5 秒後に駆動を開始させるが、完全
に湯口が閉塞される 30mmストロークまでは油圧ユ
ニット最大圧を付加して最速で前進させ、それ以降は
圧力制御に切り換えてメタル圧がおよそ 13MPaとな
る圧力で湯溜り部が加圧されるよう油圧を制御した。
　上述のガス加圧およびセンターピン制御パターン
を図 5に示す。

図 4　サスペンションメンバー鋳造品形状

図 6　試鋳サンプルの外観

特集 宇部興産機械.indd   11 2015/03/11   16:48:09



12 SOKEIZAI  Vol.56（2015）No.3

とんど伝播していないことが分る。これらの不具合
は、キャビティ流動中に溶湯温度が低下したことに
よる流動停止、未充填部の空気背圧、あるいは加圧
力伝達不足、すなわち湯溜り部からセンターピンに
よって付加されるメタル圧が伝わり難い状態にある
ことが原因と見られた。そこで、これらの対策とし
て、溶湯温度低下についてはキャビティ充填時間の
短縮、空気背圧についてはキャビティの減圧、加圧
力伝播向上については流路断面の増大を検討するこ
とにした。具体的には、充填時間については、セン
ターピンの制御パターンを変更し高速駆動区間を先
の条件の 30mmから 70mmまで延長することで短
縮化を図った。キャビティの減圧については、チル
ベントから真空引きが行われるよう金型改造を行う
とともに、製品部に溶湯が流入するタイミングから
真空引きを開始するようにした。流路断面について
は、湯口径をφ60 からφ80 に広げ、さらにランナー
の厚さも 10mmから 15mmに増大する改造を施し
た。上述の改造内容を示した金型方案を図 7に、変
更したセンターピン制御ならびにキャビティ減圧設
定を図 8に示す。

3．2　サスペンションメンバー鋳造サンプルの
　　　　外観および内部品質
　図 9に上述の金型改造ならびに変更した鋳造条件
にて得られたサンプルの外観を示す。先の試鋳サン
プルと比べて金型離型剤の転写領域が広がり鋳物全
体が黒ずんでいることから、圧力伝播が向上したこ
とが分る。また、底板部やたて壁の未充填による小
穴も解消され外観がかなり改善されている。ただし、
肉厚 2mmや 2.5mmの細リブの一部には依然として
湯廻りの不完全な箇所が残る状況となっている。
　図 10に上述サスペンションメンバー鋳造サンプ
ルの肉厚 2.5mmの細リブ先端の湯廻り不良部の表面
性状、ならびに断面のミクロ組織を示す。未充填部
の表面には多数の細かい皺が認められ、断面のミク
ロ組織においても先端形状が凸凹に入り組んでいる
様子が観察された。以上の状況から、この未充填部
は背圧の影響によるものではなく、湯温低下による
流動停止により生じたものと推測される。
　図 11にＸ線検査にて確認された上述のサスペン
ションメンバー鋳造サンプルに発生した鋳巣とそれ
らの近傍のミクロ組織を示す。

図 9　鋳造サンプルの外観（型改造後）

図 7　金型改造方案

図 8　センターピンおよびキャビティ減圧制御 図 10　リブ先端の湯廻り不良
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図 11　鋳造サンプルの鋳巣

図 12　サスメン鋳造サンプルの実鋳造波形

　部位①は厚肉のボスとリブが交叉する部分に認め
られた多数の細かい巣の集合帯である。これらの微
小巣はそのミクロ組織の特徴からざく巣であること
が分る。これは、加圧力の伝達不足、あるいは湯温
低下による液相の枯渇によって凝固が遅れる交叉部
の α相デンドライト間隙への溶湯補給が途絶えたこ
とにより生じたものと推察される。一方、部位②の

製品ゲート付近にも巣が認められるが、発生部位が
肉厚 6mmの底板部であることやミクロ組織観察に
おいて巣の輪郭が曲線的な不定形状であることから
エア巻込み巣と判断される。これは溶湯がゲートか
ら製品に突入した際に付近の空気を巻き込んだもの
と推察される。部位③は製品端部の四隅にあるブッ
シュ、部位④は複数のリブが交叉する部位にあるボ
スの断面に認められる粗大巣である。いずれも凝固
が遅れる肉厚中央部に生じていることから、加圧伝
達不足により溶湯補給が途絶えたために生じたひけ
巣と判断される。

3．3　 サスペンションメンバー鋳造サンプルの実
鋳造波形

　図 12に上述のサスペンションメンバー鋳造サン
プルを鋳造した際の実鋳造波形を示す。
　実線の波形は加圧室に付加したガス圧を示してお
り、加圧開始から製品部への溶湯充填が概ね完了す
る圧力である 16kPa までは設定パターンどおり緩や
かにガス圧が上昇しているが、その後、ガス圧は一
気に上昇して約 1秒で最大圧の 80kPa に到達し、約
2秒間その圧力が保持されている。破線はキャビティ
減圧カーブを示しており、製品部への溶湯充填が始
まるガス圧が 13kPa に達するタイミングから減圧が
開始され、大気圧から 30kPa 付近まで一気に圧力が
低下している（但し、ここに示す圧力はキャビティ
からチルベントを介した配管に配置されたセンサの

ひけ巣
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　従来の低圧鋳造にダイカストのビスケット加圧機
構を組込み、0.1MPa 未満のガス圧充填をベースに
サスペンションメンバーの鋳造を試みた。
　得られた知見は以下のとおり。
（1） ガス加圧充填においては、僅かな背圧が溶湯充

填に影響する。充填段階に応じたガス加圧制御、
キャビティ減圧の併用は背圧軽減、湯流れ改善
に有効である。

（2） ガス加圧・キャビティ減圧・センターピン加圧
制御パラメータの調整により、細リブのごく一
部を除いてサスペンションメンバーの溶湯充填
を達成することができた。

4．まとめ

（3） 細リブの湯廻り不良や厚肉部のひけ巣について
は、以下の対策が有効と考えられる。

　①断熱性離型剤の適用
　 　キャビティ内を流動する湯温低下の軽減に寄与
し、湯廻り性や圧力伝播の向上が期待できる。
　②センターピン動作の高速化
　 　キャビティの最終充填工程、昇圧工程双方の時
間短縮に繋がる。
　③湯溜り部方案の最適化
　 　最小化や最適配置によってキャビティ充填時間
の短縮化がなされ、加圧工程への速やかな移行が
促進される。

値である）。鎖線はセンターピンのストロークを示し
ており、前述のとおり、70mmストロークまでは油
圧ユニット最大圧にて最速で稼動しているが、それ
以降は圧力制御に切換えられ、粗い点線で表示した
メタル圧が示すとおり 13MPa のほぼ一定となる油圧
にてゆっくり動作し、最終的に 95mm付近で停止し
ている。細い破線はレーザー変位センサでモニター
した加圧室の湯面変位を示しており、ガス加圧開始
から充填完了までの間、約 900mmから 630mmまで
湯面が押し下げられていることが分る。この実鋳造
波形において、溶湯充填工程、すなわち製品部への

溶湯充填開始から湯口閉塞までの時間、ならびに加
圧工程、すなわち湯口閉塞からセンターピンが停止
するまでの時間を読み取ると、前者は 3秒弱、後者
は 4.6 秒となっており、キャビティ充填開始から昇圧
完了まで 7秒以上を要していることが分る。
　以上のことから、図 10 ならびに図 11 で示したサ
スペンションメンバー鋳造サンプルにおける細リブ
の湯廻り不良や厚肉のひけ巣を解消するためには、
溶湯充填工程、加圧工程双方の時間をさらに短縮す
ることが必要であると考えられる。

5．おわりに

　以上、低圧鋳造とダイカストの特徴を取り込んだ
新プロセス、ハイブリッド・フィル・キャスティン
グの概略について紹介した。本プロセスは低圧鋳造
をベースとしていることから、従来、重力鋳造、低
圧鋳造、さらにスクイズ鋳造で製造されている厚肉
強度、耐圧部品については置換え可能、かつ、生産
性や内部品質の優位性を示せるものと考える。一方、
大型薄肉ダイカスト部品への適用については、本文
で述べたとおり目下開発段階ではあるが、プロセス
改良を進めることで適用部品の拡大を目指してい
く。同時に本プロセスの特徴を活かした新たなダイ
カスト部品の開拓も視野に入れた商品開発にも取り
組んでいく所存である。
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