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(57)【要約】
【課題】型の制作時間及び制作コストを低減することが
でき、少量多品種の生産に向き、設計変更に迅速に対応
しやすく、軽量で移動や取り扱いが容易なワックス成形
型を実現する。
【解決手段】ワックス成形型１００は、キャビティ２０
を区画形成する樹脂製の下型１１及び上型１２と、樹脂
製の上型１２を貫通してキャビティ２０に至る湯口管３
０と、湯口管３０と離間した位置で引け巣の生じやすい
部位に設けられ、樹脂製の上型を貫通してキャビティ２
０に至る押湯管４０と、キャビティ２０の気体溜まりが
生じやすい部分に設けられ、樹脂製の上型を貫通する脱
気管５０と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャビティを区画形成する樹脂製の下型及び上型と、
　前記樹脂製の上型を貫通して前記キャビティに至る湯口管と、
　前記湯口管と離間した位置で引け巣の発生しやすい部位に設けられ、前記樹脂製の上型
を貫通して前記キャビティに至る押湯管と、
　前記キャビティの気体溜まりが生じやすい部分に設けられ、前記樹脂製の上型を貫通す
る脱気管と、
を備えることを特徴とするワックス成形型。
【請求項２】
　前記湯口管、押湯管、及び脱気管は、金属製の管体によって形成されていることを特徴
とする請求項１に記載のワックス成形型。
【請求項３】
　前記下型と前記上型との間には、アンダーカット部を成形するための樹脂製の置き駒型
が配設されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のワックス成形型。
【請求項４】
　前記型同士が接触する型合わせ面には、型合わせの位置決めのための凹凸形状部が形成
されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のワックス成形型。
【請求項５】
　前記下型及び前記上型の前記キャビティ以外の部分には、樹脂材の撓みを防止するため
の補強材が配設されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のワッ
クス成形型。
【請求項６】
　原型を作製する工程と、
　前記原型に応じたワックス成形型を作製する工程と、
　前記ワックス成形型内に溶融蝋を注入しワックス模型を作製する工程と、
　前記ワックス模型を湯口ランナーに複数取り付けてツリーを作製する工程と、
　前記ワックスツリーを粘結剤に浸して耐火砂を付着させて鋳型を作製するコーティング
処理工程と、
　前記鋳型内のワックスツリーを融かして取り除く脱蝋処理工程と、
　前記鋳型を焼成する工程と、
　前記鋳型のキャビティ内に溶融金属を注湯する鋳込み工程と、
　前記鋳型を壊して鋳物を取り出す型ばらし工程と、
　前記鋳物を機械加工して個々の製品を調整する仕上処理工程と、
を少なくとも有し、
　前記ワックス成形型は、請求項１から５のいずれかに１項に記載の樹脂製のワックス成
形型により形成されていることを特徴とするロストワックス鋳造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂製のワックス成形型、及び当該樹脂製のワックス成形型を用いたロスト
ワックス鋳造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロストワックス鋳造法は、蝋（ＷＡＸ）が比較的低温で溶融することを利用した鋳造法
である。即ち、ロストワックス鋳造法は、金型に溶融蝋を注入してワックス模型を作成し
、当該ワックス模型を耐熱材でコーティングした後、加熱して脱蝋処理して形成した鋳型
のキャビティ内に溶融金属を鋳込んで鋳物を作製する鋳造技術である。
【０００３】
　従来のロストワックス鋳造法において、ワックス模型の成形型としては、例えば、柔軟
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材からなる薄肉のワックスコアとその内側の凹部に嵌合するインサート部材を備え、アン
ダーカット部をワックスコアで形成し、ワックス模型が固形化した後、インサート部材を
引き抜くことで、ワックスコアをワックス模型から容易に分離できるようにしたワックス
模型形成に好適な金型が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２３３２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来のロストワックス鋳造法では、ワックス成形型として金型を用いてワッ
クス模型の成形を行っていた。金型は、型の制作時間が３０日～４５日程度掛かり、制作
コストが約１００万円を超えるので、少量多品種の生産には向かない。また、原型が設計
変更になると、ワックス成形型を作り替える必要があるが、金型は制作時間及び制作コス
トが増大するため、設計変更に迅速に対応し難い。さらに、金型は重量があるため、移動
や取り扱いが困難である。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、上記の事情に鑑みて、型の制作時間及び制作コストを低減す
ることができ、少量多品種の生産に向き、設計変更に迅速に対応しやすく、軽量で移動や
取り扱いが容易なワックス成形型、及び当該ワックス成形型を用いたロストワックス鋳造
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係るワックス成形型は、キャビティを区画形成す
る樹脂製の下型及び上型と、前記樹脂製の上型を貫通して前記キャビティに至る湯口管と
、前記湯口管と離間した位置で引け巣の発生しやすい部位に設けられ、前記樹脂製の上型
を貫通して前記キャビティに至る押湯管と、前記キャビティの気体溜まりが生じやすい部
分に設けられ、前記樹脂製の上型を貫通する脱気管と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　前記ワックス成形型の構成において、前記湯口管、押湯管、及び脱気管は、金属製の管
体によって形成されていることが好ましい。
【０００９】
　また、前記下型と前記上型との間には、アンダーカット部を成形するための樹脂製の置
き駒型が配設されていることが好ましい。
【００１０】
　さらに、前記型同士が接触する型合わせ面には、型合わせの位置決めのための凹凸形状
部が形成されていることが好ましい。
【００１１】
　そして、前記下型と前記上型の前記キャビティ以外の部分には、樹脂材の撓みを防止す
るための補強材が配設されていることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係るロストワックス鋳造法は、原型を作製する工程と、前記原型に応じ
たワックス成形型を作製する工程と、前記ワックス成形型内に溶融蝋を注入しワックス模
型を作製する工程と、前記ワックス模型を湯口ランナーに複数取り付けてツリーを作製す
る工程と、前記ワックスツリーを粘結剤に浸して耐火砂を付着させて鋳型を作製するコー
ティング処理工程と、前記鋳型内のワックスツリーを融かして取り除く脱蝋処理工程と、
前記鋳型を焼成する工程と、前記鋳型のキャビティ内に溶融金属を注湯する鋳込み工程と
、前記鋳型を壊して鋳物を取り出す型ばらし工程と、前記鋳物を機械加工して個々の製品
を調整する仕上処理工程と、を少なくとも有し、前記ワックス成形型は、前記のいずれか
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に記載の樹脂製のワックス成形型により形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、型の制作時間及び制作コストを低減することができ、少量多品種の生
産に向き、設計変更に迅速に対応しやすく、軽量で移動や取り扱いが容易なワックス成形
型、及び当該ワックス成形型を用いたロストワックス鋳造法を実現できるという優れた効
果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態に係るワックス成形型の外観図である。
【図２】本実施の形態に係るワックス成形型の断面図である。
【図３】本実施の形態に係るワックス成形型の置き駒型の説明に供する断面図である。
【図４】本実施の形態に係るロストワックス鋳造法の工程図である。
【図５】本実施の形態に係るワックス成形型の下型の作製方法の説明に供する模式図であ
る。
【図６】本実施の形態に係るワックス成形型の上型の作製方法の説明に供する模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係るワックス成形型及びロストワックス
鋳造法について説明する。ただし、図面において、同一又は類似の部材や部分には同一又
は類似の符号を付している。また、図面は模式的に図示しており、実際の寸法や比率等と
は必ずしも一致しない。さらに、図面相互間において、互いの寸法の関係や比率が異なる
部分が含まれることがある。
【００１６】
　まず、図１から図３を参照して、本実施の形態に係るワックス成形型の構成について説
明する。図１は本実施の形態に係るワックス成形型の外観図である。図２は本実施の形態
に係るワックス成形型の断面図である。図３は本実施の形態に係るワックス成形型の置き
駒型の説明に供する断面図である。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係るワックス成形型１００は、主に下型１１
、上型１２、湯口管３０、押湯管４０、及び脱気管５０を備える。
【００１８】
　下型１１と上型１２は、溶融蝋の注入空間としてのキャビティ２０を区画形成する。当
該キャビティ２０は、原型（図示せず）の外形状に応じた内形状に形成される。本実施の
形態の下型１１及び上型１２は、例えば、シリコン樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂材を用い
て作製することが好ましいが、例示の樹脂材に限定されない。樹脂材は、硬化剤を混合す
ることにより、約８～１２時間程度放置することにより硬化する。樹脂材は、例えば、乳
白色シリコン樹脂のように、樹脂材が硬化した状態で外観からキャビティ２０内の溶融蝋
の挙動を観察可能な材料を選択することが好ましい。また、キャビティ２０内で固化させ
た蝋（ＷＡＸ）の離型性を良くするため、オイルブリーズタイプの潤滑性の良い樹脂材を
採用することが好ましい。
【００１９】
　下型１１及び上型１２のキャビティ２０以外の部分には、樹脂材の撓みを防止するため
の補強材６０を配設することが好ましい。補強材６０としては、例えば、鉄筋や金属パイ
プなどが挙げられる。
【００２０】
　また、図３に示すように、本実施の形態に係るワックス成形型１００で成形するワック
ス模型がアンダーカット部２１を有する場合には、樹脂製の下型１１と上型１２との間に
、当該アンダーカット部２１を成形するための置き駒型１３を配設してもよい。ここで、



(5) JP 2017-13091 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

「アンダーカット部」とは、ワックス成形型１００の開閉方向や押し出すことでは離型で
きない製品形状があり、その要因となっている部位のことをいう。
【００２１】
　下型１１と上型１２、下型１１と置き駒型１３、置き駒型１３と上型１２、及び置き駒
型同士１３の型同士が接触する型合わせ面には、型合わせの位置決めのための凹凸形状部
１４を形成することが好ましい。本実施の形態の凹凸形状部１４は、例えば、緩やかな凹
凸部が連なった波形凹凸部によって形成されているが、型合わせの位置決めをすることが
できると共に、位置ずれを防止することができれば、例示の波形凹凸部に限定されない。
【００２２】
　湯口管３０は、キャビティ２０内に溶融蝋を注湯するための注入口であり、樹脂製の上
型１２を貫通してキャビティ２０に至っている。湯口管３０の上端部は、不図示の注入ノ
ズルを嵌入しやすいように、例えば、拡径された凹形状のノズル受け部と成っている。本
実施の形態の湯口管３０は、例えば、ステンレス鋼管や銅管、真鍮管、アルミニウム管等
の金属製の管体（パイプ）により形成することが好ましい。湯口管３０として金属パイプ
を採用することにより、繰り返しの注湯に耐えることができ、上型１２を構成する樹脂材
を補強することができる。
【００２３】
　押湯管４０は、キャビティ２０内の引け巣が発生しやすい部位に溶融蝋を行きわたらせ
るための押湯部である。引け巣は、溶融蝋が凝固・収縮によりキャビティ２０の容積より
も小さくなり発生し、特に肉厚の大きな部位に発生しやすい。したがって、押湯管４０は
、湯口管３０と離間した位置で引け巣の発生しやすい部位に設けられ、樹脂製の上型１２
を貫通してキャビティ２０に至っている。本実施の形態の押湯管４０は、上記湯口管３０
と同様に、例えば、ステンレス鋼管や銅管、真鍮管、アルミニウム管等の金属製の管体（
パイプ）により形成することが好ましい。押湯管４０として金属パイプを採用することに
より、繰り返しの注湯に耐えることができ、上型１２を構成する樹脂材を補強することが
できる。
【００２４】
　脱気管５０は、キャビティ２０内の気体溜まりから空気抜きを行うためのエア抜き孔を
形成する。脱気管５０は、キャビティ２０の気体溜まりが生じやすい部分に複数設けられ
、樹脂製の上型１２を貫通している。本実施の形態の脱気管５０は、例えば、ステンレス
鋼管や銅管、真鍮管、アルミニウム管等の金属製の管体（チューブ）により形成すること
が好ましい。脱気管５０として金属チューブを採用することにより、樹脂製の上型１２に
キャビティ２０に至る複数の貫通孔を形成し、当該貫通孔に金属チューブをそれぞれ挿通
させることにより、極めて容易にエア抜き孔を形成することができる。或いは、金属チュ
ーブ製の脱気管５０の先端部を尖らせて、尖った先端部側から樹脂製の上型１２を貫通す
るように圧入し、脱気管５０に圧縮空気を吹き込めば、当該脱気管５０内に残留した樹脂
材を吹き飛ばすことができる。
【００２５】
　なお、本実施の形態に係るワックス成形型１００のキャビティ２０内に注入する蝋（Ｗ
ＡＸ）は、例えば、ワックスグリーンやワックスレッド等の有色ワックスを採用すること
が好ましい。有色ワックスを採用することにより、例えば、乳白色シリコン樹脂でワック
ス成形型１００を形成する場合には、当該ワックス成形型１００の外観からキャビティ２
０内の溶融蝋の挙動を観察することが可能となる。
【００２６】
　次に、図１から図６を参照して、本実施の形態に係るワックス成形型１００の作用と共
に、本実施の形態に係るロストワックス鋳造法について説明する。図４は本実施の形態に
係るロストワックス鋳造法の工程図である。図５は本実施の形態に係るワックス成形型の
下型の作製方法の説明に供する模式図である。図６は本実施の形態に係るワックス成形型
の上型の作製方法の説明に供する模式図である。
【００２７】
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　図４に示すように、本実施の形態に係るロストワックス成形方法は、原型を作製する工
程と、原型に応じたワックス成形型を作製する工程と、ワックス成形型内に溶融蝋を注入
しワックス模型を作製する工程と、ワックス模型を湯口ランナーに複数取り付けてツリー
を作製する工程と、ワックス模型を粘結剤に浸して耐火砂を付着させて鋳型を作製するコ
ーティング処理工程と、鋳型内のワックス原型を融かして取り除く脱蝋処理工程と、鋳型
を焼成する工程と、鋳型のキャビティ内に溶融金属を注湯する鋳込み工程と、鋳型を壊し
て鋳物を取り出す型ばらし工程と、鋳物を機械加工して個々の製品を調整する仕上処理工
程と、を少なくとも有する。具体的には、各工程は以下のように実施される。
【００２８】
　まず、図４に示すように、原型を作製する工程を行う（Ｓ１０１）。原型を作製する工
程（Ｓ１０１）では、粘度や石膏、蝋、木材等により原型を作製する。作製した原型は下
型１１や上型１２に対応するように２つの原型片１０Ａ，１０Ｂに分割形成される（図５
及び図６参照）。
【００２９】
　次に、原型に応じたワックス成形型１００を作製する工程を行う（Ｓ１０２）。ワック
ス成形型１００を作製する工程（Ｓ１０２）では、分割形成した各原型片１０Ａ，１０Ｂ
に基づいて、下型１１と上型１２を作製する。
【００３０】
　具体的には、図５（ａ）に示すように、木材や金属板等の型枠８０の底板８１上に原型
片１０Ａの分割面を伏せて配置する。原型片１０Ａの表面には、離型剤を塗布することが
好ましい。また、型枠８０内には、補強材６０を配置する。次に、図５（ｂ）に示すよう
に、例えば、シリコン樹脂等の樹脂材に硬化剤を混ぜて、充分に気泡を除去して型枠８０
内に充填する。その際、底板８１の表面に波形凹凸形状１４Ａを付与しておけば、型合わ
せ面に位置決め用の波形の凹凸形状部１４を作製することができる。約８時間～１２時間
放置した後、図５（ｃ）に示すように、型枠８０をばらして原型片１０Ａを取り除けば、
下側のキャビティ２０を有する下型１１が完成する。
【００３１】
　また、図６（ａ）に示すように、型枠８０の底板８１上に原型片１０Ｂの分割面を伏せ
て配置する。原型片１０Ｂの表面には、離型剤を塗布することが好ましい。また、型枠８
０内には、湯口管３０、押湯管４０、及び補強材６０を配置する。次に、図６（ｂ）に示
すように、例えば、シリコン樹脂等の樹脂材に硬化剤を混ぜて、充分に気泡を除去して型
枠８０内に充填する。その際、底板８１の表面に波形凹凸形状１４Ａを付与しておけば、
型合わせ面に位置決め用の波形の凹凸形状部１４を作製することができる。約８時間～１
２時間放置した後、図６（ｃ）に示すように、型枠８０をばらして原型片１０Ｂを取り除
けば、上側のキャビティ２０を有する上型１２が完成する。脱気管５０は、樹脂製の上型
１２にキャビティ２０に至る複数の貫通孔を形成し、当該貫通孔に金属チューブをそれぞ
れ挿通させることにより形成する。或いは、金属チューブ製の脱気管５０の先端部を尖ら
せて、尖った先端部側から樹脂製の上型１２を貫通するように圧入し、脱気管５０に圧縮
空気を吹き込んで当該脱気管５０内に残留した樹脂材を吹き飛ばすことにより、形成する
ことができる。
【００３２】
　次に、図５及び図６の手順で作製したワックス成形型１００内に溶融蝋を注入し、ワッ
クス模型を作製する工程を行う（Ｓ１０３）。図１及び図２に示すように、下型１１と上
型１２との型合わせは、これら下型１１と上型１２との縁を合わせて、波形の凹凸形状部
１４を頼りに位置決めすることにより行う。置き駒型１３が存在する場合は、下型１１上
に置き駒型１３を配置した後、上型１２を配置する（図３参照）。湯口管３０から溶融蝋
を注入し、凝固収縮による引け巣を防止するため、押湯管４０まで押湯を注入する。そし
て、蝋が凝固したら、下型１１と上型１２を離型させて、ワックス模型を取り出す。
【００３３】
　さらに、ワックス模型を複数作製し、湯口ランナーに複数のワックス模型を接着剤等に
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より取り付けてワックスツリーを作製する工程を行う（Ｓ１０４）。ワックスツリーを作
製することにより、複数の鋳物を同時に鋳込むことができる。そして、ワックスツリーを
粘結剤（スラリー）に浸して、その表面に耐火砂（スタッコ）を付着させてツリー鋳型を
作製するコーティング処理工程を行う（Ｓ１０５）。コーティング処理工程（Ｓ１０５）
は繰り返し行い、所望の厚さに耐火砂を付着させる。
【００３４】
　次に、鋳型内のワックスツリー型を融かして取り除く脱蝋処理工程を行う（Ｓ１０６）
。脱蝋処理工程（Ｓ１０６）は、例えば、高温・高圧蒸気で鋳型を加熱し、当該鋳型内の
ワックスツリー型を融かし出す。脱蝋処理により鋳型内に形成された空洞が溶融金属を鋳
込むキャビティとなる。
【００３５】
　さらに、ツリー状の鋳型を焼成する工程を行う（Ｓ１０７）。焼成する工程（Ｓ１０７
）は、例えば、加熱炉内で約１０００℃の温度で焼成する。鋳型を焼成することにより粘
着材が固化するため、鋳型の強度が増大するとともに、不純物が取り除かれる。
【００３６】
　次に、鋳型のキャビティ内に溶融金属を注湯する鋳込み工程を行う（Ｓ１０８）。鋳込
み工程（Ｓ１０８）は、焼成したツリー状の鋳型の湯口を上にして、枠体内に充填した砂
等で支持し、当該鋳型のキャビティ内に溶融金属を注湯する。溶融金属が凝固した後、鋳
型を壊して鋳物を取り出す型ばらし工程を行う（Ｓ１０９）。型ばらし工程（Ｓ１０９）
を行うと、ツリー状の湯口系付きの複数の鋳物が取り出される。
【００３７】
　そして、鋳物を機械加工して個々の製品を調整する仕上処理工程を行う（Ｓ１１０）。
即ち、仕上処理工程（Ｓ１１０）は、湯口系やバリ等の不要な部分を切断・切削加工した
り、穴開け加工等を行って、所望の製品形状に仕上げる。必要に応じて、例えば、アルミ
ナイズド処理等の表面処理を行ってもよい。
【００３８】
　さらに、製品を熱処理する工程を行うことが好ましい（Ｓ１１１）。熱処理することに
より、所望の金属組織に調整して強靱な製品を得ることができる。加えて、製品を検査す
る工程を行うことが好ましい（Ｓ１１２）。引け巣等の鋳造欠陥の有無等の外観目視検査
や寸法検査等を行うことにより、製品の品質の信頼性を向上させることができる。
【００３９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ワックス成形型１００を樹脂材で成形し
たので、ワックス成形型１００の制作時間及び制作コストを低減することができる。具体
的には、従来の金型の制作時間は３０日～４５日程度であるところ、樹脂製のワックス成
形型１００は１５日程度で作製することができる。また、従来の金型の制作コストが約１
００万円超えるところ、半分の約５０万円程度で作製することができる。
【００４０】
　このように樹脂製のワックス成形型１００は制作時間及び制作コストを低減することが
できるので、少量多品種の生産に向いている。また、原型に設計変更が生じても、樹脂製
のワックス成形型１００は型の制作時間が短く、制作コストが安いので、設計変更に迅速
に対応しやすい。さらに、樹脂製のワックス成形型１００は軽量であるので、移動や取り
扱いを容易に行うことができる。
【００４１】
　また、硫酸カルシウム（ＣａＳＯ４）を主成分とする石膏材でワックス成形型を形成し
てワックス模型を作製する場合は、主にアルミニウム及びアルミニウム合金のロストワッ
クス鋳造に適している。他方、本実施の形態に係る樹脂製のワックス成形型１００でワッ
クス模型を作製する場合は、アルミニウム及びアルミニウム合金の他、鋳鉄、銅、青銅、
真鍮等の多種多様な金属及び合金のロストワックス鋳造に適している。
〔他の実施形態〕
【００４２】
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　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、これらは本発明の説明のための例示であ
り、本発明の範囲をこれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、その要旨
を逸脱しない範囲で、上記実施形態とは異なる種々の態様で実施することができる。
【００４３】
　すなわち、上記の実施の形態では、補強材６０として、例えば、鉄筋や金属パイプなど
を採用している。補強材６０は、これらの金属材に限定されず、例えば、ポリプロピレン
樹脂パイプやウレタン樹脂パイプ等の機械的強度の高い硬質樹脂材の周囲に耐熱材を付着
させたものを採用しても構わない。
【００４４】
　また、図３に示すように、ワックス成形型１００の型の膨らみや撓みを防止するために
、当該ワックス成形型１００の周囲に金属製型枠材９０を配設してもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　　１０Ａ、１０Ｂ　　原型、
　　１１　　下型、
　　１２　　上型、
　　１３　　置き駒型、
　　２０　　キャビティ、
　　２１　　アンダーカット部、
　　３０　　湯口管、
　　４０　　押湯管、
　　５０　　脱気管、
　　６０　　補強材、
　　１００　　ワックス成形型。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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