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(57)【要約】
　この発明は、金属加工用の鋳型を製造するための成形
材混合物と、その方法によって製造された鋳型およびそ
の適用方法に関する。鋳型を製造するために耐火性の成
形基礎材と水グラスに基づいた結合剤が使用される。結
合剤には、二酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタン
、および酸化亜鉛の一群の中から選択される一定比率の
粒子状金属酸化物が付加される。特に好適には金属酸化
物として合成非晶形二酸化珪素が使用される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも：
　－　１つの耐火性の成形基礎材と；
　－　１つの水ガラスに基づいた結合剤；
　を含んだ金属加工用の鋳型を製造するための成形材混合物であり、
　前記成形材混合物に二酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタン、および酸化亜鉛の一
群の中から選択される粒子状金属酸化物を一定比率で付加することを特徴とする成形材混
合物。
【請求項２】
　粒子状金属酸化物は沈殿珪酸と発熱性珪酸からなる一群の中から選択することを特徴と
する請求項１記載の成形材混合物。
【請求項３】
　水ガラスはＳｉＯ２／Ｍ２Ｏモジュールを１．６ないし４．０、特に２．０ないし３．
５の範囲で有し、その際Ｍはナトリウムイオンおよび／またはカリウムイオンを示すこと
を特徴とする請求項１または２記載の成形材混合物。
【請求項４】
　水ガラスはＳｉＯ２およびＭ２Ｏの固形成分を３０ないし６０重量％の範囲で有するこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項５】
　結合剤は２０重量％未満の比率で成形材混合物内に含有されることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項６】
　粒子状の金属酸化物は結合剤に対して２ないし６０重量％の比率で含有されることを特
徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項７】
　成形基礎材は少なくとも一定割合で微細中空球体を含有することを特徴とする請求項１
ないし６のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項８】
　微細中空球体は珪酸アルミニウム微細中空球体および／またはグラス中空球体であるこ
とを特徴とする請求項７記載の成形材混合物。
【請求項９】
　成形基礎材が少なくとも一定比率のガラス粒子、ガラスビーズおよび／または球形のセ
ラミック成形体を含有することを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の成形材
混合物。
【請求項１０】
　成形基礎材が少なくとも一定比率でムライト、クロム鉱石砂および／またはカンラン石
を含有することを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１１】
　成形材混合物に酸化性金属および酸化剤を付加することを特徴とする請求項１ないし１
０のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１２】
　成形材混合物が一定比率で小板形状の潤滑材を含有することを特徴とする請求項１ない
し１１のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１３】
　小板形状の潤滑材はグラファイトおよび硫化モリブデンから選択されることを特徴とす
る請求項１２記載の成形材混合物。
【請求項１４】
　成形材混合物が少なくとも１種類の室温中で固体の有機添加剤を一定比率で含有するこ
とを特徴とする請求項１ないし１３のいずれかに記載の成形材混合物。
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【請求項１５】
　成形材混合物が少なくとも１種類のシランを含有することを特徴とする請求項１ないし
１４のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１６】
　－　請求項１ないし１５のいずれかに記載の成形材混合物を製造し；
　－　成形材混合物を造形し；
　－　成形材混合物を加熱することによってこの成形材混合物を硬化させ、それによって
硬化された鋳型を形成する、
　各ステップからなる、金属加工用の鋳型の製造方法。
【請求項１７】
　成形材混合物を１００ないし３００℃の温度範囲に加熱することを特徴とする請求項１
６記載の方法。
【請求項１８】
　硬化のために成形材混合物内に熱風を送入することを特徴とする請求項１６または１７
記載の方法。
【請求項１９】
　成形材混合物の加熱はマイクロ波の作用によって達成されることを特徴とする請求項１
６または１７記載の方法。
【請求項２０】
　鋳型がフィーダヘッドであることを特徴とする請求項１６ないし１９のいずれかに記載
の方法。
【請求項２１】
　請求項１６ないし２０のいずれかに記載の方法によって形成される鋳型。
【請求項２２】
　金属鋳造、特に軽金属鋳造における請求項２１記載の鋳型の適用方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　この発明は、少なくとも１つの液化性かつ不燃性の成形基礎材と水グラスに基づいた結
合剤とを含んだ金属加工用の鋳型を製造するための成形材混合物に関する。本発明はさら
に、前記の成形材混合物を使用した金属加工用の鋳型の製造方法ならびにその方法によっ
て得られた鋳型に関する。
【０００２】
　金属部材を製造するための鋳型は主に２つの方式で製造される。最初のグループはいわ
ゆるコアまたは型を形成するものである。これから実質的に製造する鋳造物の雌型を成す
鋳型が形成される。第２のグループは調整タンクとして機能する中空体、いわゆるフィー
ダヘッドを形成するものである。これに液化された金属が収容され、その際その金属が雌
型を形成する鋳型内に存在する金属よりも長く液相を保持することに配慮される。雌型内
の金属が凝固する際に調整タンクからの液化金属が追加流入することができ、それによっ
て金属が凝固する際に生じる容積収縮が補償される。
【０００３】
　鋳型は耐火性の材料、例えば珪砂から形成され、その粒子は充分な鋳型の硬度を保証す
るために鋳型の造形後に適宜な結合剤によって結合される。すなわち耐火性の鋳型を製造
するために、適宜な結合剤によって処理された成形基礎材を使用する。耐火性の成形基礎
材は流動性の形態を有することが好適であり、それが適宜な中空型内に充填されそこで凝
縮される。結合剤によって成形基礎材の粒子間の強固な結合が形成され、それによって鋳
型が所要の機械的安定性を保持する。
【０００４】
　鋳型は多様な要求性能を達成しなければならない。これは鋳造工程に際して、１つある
いは複数の鋳型（鋳造部品）内に液化金属を収容するためにまず充分な安定性および耐熱
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性を有する必要がある。硬化工程が開始した後は中空型の壁部に沿って形成されている硬
化した金属層によって鋳型の機械的安定性が保持される。鋳型の材料はここで金属から放
出された熱の影響でその機械的強度を喪失する、すなわち耐火性の材料の個々の粒子間の
結合が解除される形で崩壊することが必要である。このことは、例えば熱作用によって結
合剤が分解されることによって達成される。硬化した鋳造部材は冷却後に振動が加えられ
、ここで理想的には鋳型の材料が再び金属型の中空部から流出し得る微細な砂材に分解さ
れる。
【０００５】
　鋳型を製造するために、その硬化が低温あるいは高温方式によって達成される無機ある
いは有機性結合剤のいずれを使用することも可能である。ここで低温方式とは鋳型を加熱
することなく実質的に室温で実施される方式を示すものである。その硬化は大抵化学反応
によって達成され、これは例えば触媒としてのガスを硬化する型に誘導することによって
励起される。高温方式においては、例えば結合剤内に含まれた溶剤を放散させるため、あ
るいは化学反応を励起するために型材混合物を造形後に充分な温度まで加熱し、その結果
例えば結合によって結合剤が硬化する。
【０００６】
　現在鋳型を製造するために、硬化反応がガス状の触媒によって促進されるか、あるいは
ガス状の硬化剤との反応によって硬化する有機性の結合剤が多用されている。この工程は
“コールドボックス”方式と呼ばれている。
【０００７】
　有機性の結合剤を使用した鋳型の製造の一例がいわゆるアシュランドコールドボックス
方式である。これは一種の二成分システムに関するものである。第１の成分はポリオール
、大抵はフェノール樹脂の溶液からなる。第２の成分はポリイソシアネートの溶液からな
る。米国特許第３４０９５７９号Ａ明細書においては、造形後に成形基礎材と結合剤から
なる混合物にガス状の第三アミンを誘導することによって、ポリウレタン結合剤の両方の
成分の反応が実施される。ポリウレタン結合剤の硬化反応は、重付加反応すなわち水等の
副生成物の分離を伴わない反応に関するものである。このコールドボックス方式のその他
の利点としては、高い生産性、鋳型の寸法精度、ならびに鋳型の硬度、成形基礎材と結合
剤からなる混合物の加工時間等に関する良好な技術特性が挙げられる。
【０００８】
　高温硬化性の有機工法には、フェノールあるいはフラン樹脂に基づいたホットボックス
方式と、フラン樹脂に基づいたウォームボックス方式と、フェノールノボラック樹脂に基
づいたクローニング方式が含まれる。ホットボックスおよびウォームボックス方式におい
ては、液体樹脂がより高い温度で初めて活性化する潜在的な硬化剤と共に成形材混合物に
加工される。クローニング方式においては、石英、クロムおよびジルコン砂等の型基本材
が約１００ないし１６０℃の温度においてその温度において液状であるフェノールノボラ
ック樹脂によって被包される。後の硬化のための作用物質としてはヘキサメチレンテトラ
ミンが添加される。上述した高温硬化工法において造形および硬化が３００℃まで加熱可
能な工具内で実施される。硬化メカニズムにかかわらず全ての有機システムにおいて、鋳
型内に液化金属を充填する際に熱分解され、例えばベンゾール、トルエン、キシレン、フ
ェノール、ホルムアルデヒド、ならびにより高い部分的に識別不可能な分解生成物等の有
害物質が放出される。多様な処置によってこの放出を削減することは達成されているが、
有機結合剤を使用する場合に完全に放出を防止することは不可能である。例えばＲｅｓｏ
ｌ－ＣＯ２方式において使用される結合剤のように部分的に有機化合物を含んでいる無機
－有機ハイブリッドシステムにおいても、金属の鋳造に際して前述したような有害物質放
出が発生する。
【０００９】
　この鋳造工程中における分解性生物の放出を防止するために、無機材料に基づいた、あ
るいは最大でも極僅かな有機化合物成分しか含んでいない結合剤を使用する必要がある。
この種の結合剤システムは既に従来から知られている。ガスを付加することによって硬化
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する結合剤システムが開発されている。この種のシステムは例えば英国特許第７８２２０
５号明細書に記載されており、それにおいてはＣＯ２を付加することによって硬化するこ
とができるアルカリ水ガラスが結合剤として使用される。独国特許第１９９２５１６７号
明細書にはアルカリ珪酸塩を結合剤として含んだ発熱性のフィーダヘッド材料が記載され
ている。さらに、室温において自然硬化する結合剤システムが開発されている。この種の
燐酸および金属酸化物に基づいたシステムは、例えば米国特許第５５８２２３２号明細書
に記載されている。さらに、さらに例えば加熱工具内において高温で硬化する無機結合剤
システムも知られている。この種の高温硬化する結合剤システムは例えば米国特許第５４
７４６０６号明細書によって知られており、それにおいてはアルカリ水ガラスと珪酸アル
ミニウムからなる結合剤システムが記載されている。
【００１０】
　無機性の結合剤は有機性の結合剤に比べて、それによって製造された鋳型が比較的低い
強度を有すると言う問題点を伴っている。このことは鋳型を工具から取り出した直後に極
めて明確に示される。しかしながらこの時点における良好な強度は複雑かつ薄膜性の成形
材の製造および取扱いにおいて極めて重要である。低い強度の原因はまず第１に鋳型がな
お結合剤の残留水分を含んでいることである。高温で閉鎖された工具内により長く滞留さ
せても、水蒸気は充分に生成されないため限られた効果しか得られない。可能な限り完全
な鋳型の乾燥を達成するために、国際公開第９８／０６５２２号パンフレットには、型材
混合物を造形した後形状が安定しかつ搬送可能な外殻部が形成されるまで温度調節された
中子型内に放置することが提案されている。中子型を開放した後、型を取り出してその後
マイクロ波の作用によって乾燥する。この追加的な乾燥は手間がかかり製造時間を増大さ
せ、エネルギーコストを増大させるだけでなく製造プロセスの大幅な高コスト化をもたら
す。
【００１１】
　既知の無機結合剤のさらに別の問題点は、それによって製造された鋳型の低い耐湿安定
性である。従って、有機結合剤においては一般的であった長期間の成形体の貯蔵は困難と
なる。
【００１２】
　欧州特許第１１２２００２号明細書には、金属鋳造に適した鋳型の製造が記載されてい
る。結合剤を製造するために、特に苛性ソーダ等のアルカリ水酸化物をアルカリ塩基が存
在する際に金属塩を形成することができる粒子状の金属酸化物と混合する。その粒子は、
粒子の縁部に金属塩層が形成された後乾燥される。粒子の核内には金属酸化物が変換され
ていない粒子部分が残留する。金属酸化物としては分散性の二酸化珪素あるいは微粒子性
の酸化チタンまたは酸化亜鉛を使用することが好適である。
【００１３】
　国際公開第９４／１４５５５号パンフレットには、鋳型を製造するために適した成形材
混合物が記載されており、これは型材基礎材料に加えてリン酸塩ガラスあるいはホウ酸塩
ガラスからなる結合剤を含んでおり、この混合物はさらに微細粒子で耐火性の材料を含ん
でいる。耐火性の材料としては例えば二酸化珪素を使用することができる。
【００１４】
　欧州特許出願公開第１０９５７１９号Ａ２明細書には、中子を製造するための型砂材用
の結合剤システムが記載されている。この結合剤システムは水性のアルカリ珪酸塩溶液お
よび例えば水酸化ナトリウム等の吸湿性の塩基からなり、これらは１：４ないし１：６の
比率で付加される。水ガラスは２．５ないし３．５のモジュールＳｉＯ２／Ｍ２Ｏと２０
ないし４０％の固形成分を含んでいる。複雑な中子形状においても充填可能である流動性
の成形材混合物を得るとともに吸湿特性を制御するために、結合剤システムはさらに２５
０℃以上の沸点を有する例えばシリコン油等の表面活性剤を含んでいる。この結合剤シス
テムは例えば珪砂等の適宜な耐火性材料と混合され、コアシュータ（ｃｏｒｅ　ｓｈｏｏ
ｔｅｒ）によって中子型内に封入される。成形材混合物の硬化は含有されている水分の除
去によって実施される。鋳型の乾燥および硬化はマイクロ波の作用によって実施すること
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ができる。
【００１５】
　以前から知られている鋳型を製造するための成形材混合物は、例えば製造された鋳型の
強度の観点、長期間の貯蔵に際しての耐湿性の観点における特性を改善する余地がある。
鋳造後に鋳造材の表面の高い品質を達成し、表面の後処理を低い労力で実施し得るように
することが必要とされている。
【００１６】
　従って、本発明の目的は、少なくとも１つの耐火性の成形基礎材と水ガラスに基づいた
結合剤を含んでおり、造形直後および長期間の貯蔵後のいずれにおいても高い強度を有す
る鋳型の製造を可能にする金属加工用の鋳型を製造するための成形材混合物を提供するこ
とである。
【００１７】
　その成形材混合物はさらに、高い表面品質を有していて極僅かの表面の後処理しか必要
としない鋳造物を製造することができる鋳型を製造するための成形材混合物を可能にする
ものとすべきである。
【００１８】
　前記の課題は、請求項１に記載の特徴を有する成形材混合物によって解決される。従属
請求項の対象は本発明に係る成形材混合物の好適な追加構成である。
【００１９】
　意外なことに、アルカリ性水ガラスならびに二酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化チタ
ン、および酸化亜鉛の一群の中から選択される粒子状の金属酸化物を含んだ結合剤を使用
することによって造形および硬化の直後ならびに高湿度中における貯蔵後のいずれにおい
ても鋳型の強度を大幅に改善し得ることが判明した。前記の粒子状金属酸化物は個別ある
いは組み合わせて使用することができる。
【００２０】
　本発明に係る金属加工用の鋳型を製造するための成形材混合物は少なくとも：
　－　耐火性の成形基礎材と；
　－　水ガラスに基づいた結合剤を含んでいる。
【００２１】
　鋳型を製造するための耐火性の成形基礎材としては一般的な材料を使用することができ
る。好適なものとして、例えば珪砂およびジルコン砂が挙げられる。さらに例えばグロッ
グ繊維等の繊維状の耐火性成形基礎材も適している。さらに、カンラン石、クロム砂、バ
ーミキュライト等の耐火性成形基礎材が適している。
【００２２】
　さらに、耐火性成形基礎材として例えば珪酸アルミニウム中空球体（いわゆる微小球）
、ガラスビーズ、ガラス粒子材、または“Ｃｅｒａｂｅａｄｓ”あるいは“Ｃａｒｂｏａ
ｃｃｕｃａｓｔ”の商品名で知られているセラミック成形基礎材等の人工成形材を使用す
ることができる。前記の球状セラミック成形基礎材は、例えばムライト、コランダム、β
－クリストバライト等の鉱物を多様な比率で含んでいる。これは主要な成分として酸化ア
ルミニウムおよび二酸化珪素を含んでいる。典型的な化合物は、例えばＡｌ２Ｏ３および
ＳｉＯ２を略同じ比率で含んでいる。加えて、例えばＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３等の別の成分
を１０％未満の割合で含むことがきる。微細球の直径は１０００μｍ未満、特に６００μ
ｍ未満とすることが好適である。さらに、例えばムライト（ｘ　Ａｌ２Ｏ３・ｙ　ＳｉＯ

２、Ｘ＝２ないし３、ｙ＝１ないし２；理想化学式：Ａｌ２ＳｉＯ５）等の合成製造され
た耐火性の成形基礎材も適している。これらの人工成形基礎材は自然の原料を元にしたも
のではなく、例えば珪酸アルミニウム中空球体、ガラスビーズ、または球形のセラミック
成形基礎材の製造等の特殊な成形工程に適用することもできる。
【００２３】
　耐火性人工成形基礎材としてガラス材料を用いることが特に好適である。これはガラス
球あるいはガラス粒子として使用される。ガラスとしては一般的なガラスが使用され、こ
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こで高い融点を有するガラスが好適である。例えばガラス破砕材から製造されるガラスビ
ーズおよび／またはガラス粒子が適している。またホウ酸ガラスも適している。この種の
ガラスは例えば次の表に示された組成を有している。
表：ガラスの組成
成分　　　　　ガラス破砕材　　　　ホウ酸ガラス
ＳｉＯ２　　　５０－８０％　　　　５０－８０％
Ａｌ２Ｏ３　　　０－１５％　　　　　０－１５％
Ｆｅ２Ｏ３　　　＜２％　　　　　　　＜２％
ＭIIＯ　　　　０－２５％　　　　　０－２５％
ＭI

２Ｏ　　　　５－２５％　　　　　１－１０％
Ｂ２Ｏ３　　　　　　　　　　　　　　＜１５％
その他　　　　　＜１０％　　　　　　＜１０％
ＭII：例えばＭｇ，Ｃａ，Ｂａ等のアルカリ土類金属
ＭI：例えばＮａ，Ｋ等のアルカリ金属
【００２４】
　表中に示されたガラスに加えて、上記の化合物の含有率が示された領域外となるその他
のガラスを使用することもできる。また、上記の酸化物に加えてその他の元素あるいはそ
の酸化物を含んだ特殊なガラスを使用することもできる。
【００２５】
　ガラス球体の直径は１０００μｍ未満、特に６００μｍ未満とすることが好適である。
【００２６】
　アルミニウムによる鋳造実験によって、人工成形基礎材、特にガラスビーズ、ガラス粒
子あるいは微小球を使用した場合に、純粋な珪砂を使用した場合に比べてより少ない成形
砂が鋳造後に金属表面上に付着する。従って、人工の成形基礎材の使用によってより平滑
な鋳造面の製造が可能になり、手間がかかる放射線による後処理が不要になるかあるいは
大幅に削減することができる。
【００２７】
　成形基礎材全体を人工の成形基礎材から形成することは不可欠ではない。人工の成形基
礎材の割合は、耐火性の成形基礎材の総質量に対して少なくとも３重量％、より好適には
少なくとも５重量％、さらに好適には少なくとも約１０重量％、さらに好適には少なくと
も約１５重量％、極めて好適には少なくとも約２０重量％とする。耐火性の成形基礎材は
流動性の状態を有することが好適であり、従って本発明に係る成形材混合物は一般的なコ
アシュータによって加工することができる。
【００２８】
　本発明に係る成形材混合物は別の要素として水ガラスに基づいた結合剤を含んでいる。
水ガラスとしては従来から結合剤として成形材混合物内に使用されていた一般的な水ガラ
ス使用することができる。それらの水ガラスは溶解されたナトリウムあるいはカリウム珪
酸塩を含んでおり、ガラス質のカリウムおよびナトリウム珪酸塩を水に溶解して製造する
ことができる。水ガラスはモジュールＳｉＯ２／Ｍ２Ｏを１．６ないし４．０、特に２．
０ないし３．５の領域で有することが好適であり、ここでＭはナトリウムおよび／または
カリウムを示すものである。水ガラスは３０ないし６０重量％の固形成分を含むことが好
適である。この固形成分比は水ガラス内に含まれているＳｉＯ２およびＭ２Ｏの量に対す
るものである。
【００２９】
　本発明によれば、成形材混合物は一定比率の粒子状金属酸化物を含み、これは二酸化珪
素、酸化アルミニウム、酸化チタン、および酸化亜鉛の一群の中から選択される。この金
属酸化物の粒子大は３００μｍ未満、より好適には２００μｍ未満、特に好適には１００
μｍ未満とされる。この粒子大は分粒分析によって決定される。特に好適は、６３μｍの
目幅を有する篩上における篩分け残留物は１０重量％未満、好適には８重量％未満となる
。
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【００３０】
　特に好適には、粒子状の金属酸化物として二酸化珪素が使用され、その際合成製造され
た非晶形二酸化珪素が特に好適である。
【００３１】
　粒子状の二酸化珪素として沈殿珪酸および／または発熱性珪酸を使用することが好適で
ある。沈殿珪酸は水性のアルカリ珪酸塩溶液と鉱酸との反応によって得られる。ここで発
生した沈殿物がその後分離、乾燥および破砕される。発熱性の珪酸としては、高温中にお
いてガス相からの凝結によって得られる珪酸が理解される。この発熱性珪酸の製造は、例
えば四塩化珪素の熱加水分解、またはアーク炉中におけるコークスあるいは無煙炭を用い
た珪砂の一酸化珪素ガスへの還元およびそれに続く二酸化珪素への酸化によって実施する
ことができる。このアーク炉方式によって製造された発熱性珪酸は依然として炭素を含ん
でいる可能性がある。沈殿珪酸および発熱性珪酸はいずれも同様に本発明に係る成形材混
合物に好適である。この珪酸は以降“合成非晶形二酸化珪素”として呼称する。
【００３２】
　発明者等は、強アルカリ性の水ガラスが合成製造された非晶形の二酸化珪素の表面上に
形成されたシラノール基と反応することができ、また水の蒸発に際して二酸化珪素と固形
となった水ガラスとの間に強固な結合が形成されると想定した。
【００３３】
　本発明に係る成形材混合物は少なくとも前述した成分からなる強固な混合物を形成する
ものである。その際耐火性の成形基礎材の粒子は結合剤層によって被包されることが好適
である。結合剤中に存在する水（結合剤の重要に対して約４０ないし７０重量％）の蒸発
によって、少なくとも耐火性の成形基礎材の粒子間に強固な着合が達成される。
【００３４】
　結合剤、すなわち水ガラスならびに粒子状の金属酸化物、特に合成非晶形二酸化珪素は
、成形材混合物中に２０重量％未満の比率で含まれることが好適である。例えば珪砂等の
固体状の成形基礎材が使用される場合、結合剤は１０重量％未満、好適には８重量％未満
、特に好適には５重量％未満の比率で含まれることが好適である。例えば前述したマイク
ロ中空球体等の低い密度を有した耐火性の成形基礎材が使用される場合、結合剤の割合が
適宜に高められる。
【００３５】
　粒子状の金属酸化物、特に合成非晶形二酸化珪素は、結合剤の重量に対して２ないし６
０重量％、好適には３ないし５０重量％、特に好適には４ないし４０重量％の比率で含ま
れる。
【００３６】
　粒子状の金属酸化物、特に合成非晶形二酸化珪素に対する水ガラスの比率は、一定の範
囲内で変化させることができる。それによって、最終強度すなわち鋳型の冷却後の強度が
非晶形の二酸化珪素を含まない水ガラス結合剤に比べて変化することなく、鋳型の初期強
度すなわち高温の工具から取り出した直後の強度ならびに耐湿性が改善されるという利点
がもたらされる。このことは特に軽金属鋳造において大きな意味を成す。鋳型を製造した
後にそれを問題無く搬送あるいは他の鋳型と組み合わせることを可能にするために、一方
で高い初期強度が必要とされる。他方において、鋳造後の結合剤分解において困難が生じ
ることを防止するため、すなわち成形品を鋳造後に鋳型の中空部から問題無く取り出すこ
とを可能にするために、硬化後の最終強度は過度に高くならないことが必要である。
【００３７】
　本発明に係る成形材混合物内に含まれた成形基礎材は、本発明の一実施例において少な
くとも一定割合の微細中空球体を含むことができる。微細中空球体の直径は通常５ないし
５００μｍ、好適には１０ないし３５０μｍの領域となり、また外殻部の厚みは通常微細
球体の直径の５ないし１５％領域となる。この微細球体は極めて小さな比重量を有し、従
って微細球体を使用して製造された鋳型は小さな重量を有するものとなる。特に好適なこ
とは微細球体の遮断効果である。従って鋳型が高い遮断効果を有する必要がある際に、鋳
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型の製造に微細中空球体が使用される。そのような鋳型の例は、冒頭に述べた調整タンク
として機能し液化金属を収容するフィーダヘッドであり、ここでその金属は中空型内に充
填された金属が硬化するまで液体状態を保持する必要がある。微細球体を含んだその他の
鋳型の適用分野は、例えば完成した鋳造物の極めて薄壁の部分に相当する鋳型部分である
。微細中空球体の遮断効果によって、薄壁部分の金属が早急に硬化して鋳型内の通路を封
鎖することが確実に防止される。
【００３８】
　微細中空球体が使用される場合微細球体の低い密度のため、結合剤は好適には２０重量
％未満、特に好適には１０ないし１８重量％の割合で使用される。
【００３９】
　微細中空球体は珪酸アルミニウムから形成されることが好適である。この珪酸アルミニ
ウム微細中空球体は好適には２０重量％超の酸化アルミニウム含有率を有しているが、４
０重量％超の含有率を有することもできる。この種の微細中空球体は、例えばドイツ国ノ
ーダーシュテットのオメガミネラルジャーマニー社から、約２８ないし３３％の酸化アル
ミニウム含有率を有するＯｍｅｇａ－Ｓｐｈｅｒｅｓ（登録商標）ＳＧ、約３５ないし３
９％の酸化アルミニウム含有率を有するＯｍｅｇａ－Ｓｐｈｅｒｅｓ（登録商標）ＷＳＧ
、ならびに約４３％の酸化アルミニウム含有率を有するＥ－Ｓｐｈｅｒｅｓ（登録商標）
の商品名で市販されている。同様な製品は、ＰＱ社（ＵＳＡ）から“Ｅｘｔｅｎｄｏｓｐ
ｈｅｒｅｓ（登録商標）”の商品名で市販されている。
【００４０】
　本発明の別の実施形態によれば、ガラスから形成されている耐火性の成形基礎材として
微細中空球体が使用される。
【００４１】
　極めて好適な実施形態によれば、微細中空球体はホウケイ酸ガラスから形成される。こ
のホウケイ酸ガラスはＢ２Ｏ３として計算して３重量％超のホウ素成分を有する。微細中
空球体の比率は成形材混合物に対して２０重量％未満に選択することが好適である。ホウ
ケイ酸ガラス微細中空球体を使用する際はより小さな比率を選択することが好適である。
これは５重量％未満、好適には３重量％未満、特に好適には０．０１ないし２重量％未満
の範囲とされる。
【００４２】
　前述したように、好適な構成形態において本発明に係る成形材混合物は少なくとも一定
割合のガラス粒子および／またはガラスビーズを耐火性成形基本材として含んでいる。
【００４３】
　成形材混合物を例えば発熱性フィーダヘッドの製造に適した発熱性成形材混合物として
形成することも可能である。このため成形材混合物は酸化性金属と適宜な酸化剤を含んで
いる。成形材混合物に対して酸化性金属は１５ないし３５重量％の割合を有することが好
適である。酸化剤は成形材混合物に対して２０ないし３０重量％の割合を有することが好
適である。好適な酸化性金属は例えばアルミニウムまたはマグネシウムである。好適な酸
化剤は例えば酸化鉄あるいは硝酸カリウムである。
【００４４】
　水を含有する結合剤は有機溶剤に基づいた結合剤に比べて低い流動性を有する。このこ
とは、狭い通路および方向転換部分を有する成形工具への充填が困難になることを意味し
ている。その結果鋳型が不充分な密度を有する部分を伴ってしまい、それによって鋳造に
際して鋳造不良が生じる可能性がある。本発明の好適な構成形態によれば、本発明に係る
成形材混合物が一定割合の小板形状潤滑剤、特にグラファイトあるいはＭｏＳ２を含んで
いる。意外なことに、この種の潤滑剤、特にグラファイトの添加によって薄壁状の部分を
有する複雑な型を製造することが可能になり、ここで鋳型は一貫して均等に高い密度およ
び強度を有し、その結果鋳造に際して実質的に全く不良が観察されなかった。添加される
小板形状潤滑剤、特にグラファイトの量は成形基礎材に対して０．１重量％無いし１重量
％となる。
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【００４５】
　本発明に係る成形材混合物は前述した成分に加えて、その他の添加物を含むことができ
る。例えば内部離型剤を含むことができ、それによって成形工具からの鋳型の取り出しが
容易になる。好適な内部離型剤は例えばステアリン酸カルシウム、脂肪酸エステル、ワッ
クス、天然樹脂、あるいは特殊なアルキド樹脂である。さらに、シランを本発明に係る成
形材混合物に付加することができる。
【００４６】
　従って好適な構成形態において本発明に係る成形材混合物は４０ないし１８０℃、好適
には５０ないし１７５℃の範囲の融点を有する、すなわち室温においては固形である有機
添加剤を含んでいる。有機添加剤としては、その分子構造が主に炭素から形成された、例
えば有機ポリマー等の化合物を理解することができる。有機添加剤の付加によって成形品
の表面の品質をさらに改善することができる。有機添加剤の作用原理は解明されていない
。しかしながら、その理論に限定されるものではないが、発明者等は少なくとも有機添加
剤の一部が鋳造工程において燃焼され、その際に液化金属と鋳型を形成している成形材の
壁部の間に薄いガス緩衝材が生じ、従って液化金属と成形材との間の反応が防止される。
さらに発明者等は、有機添加剤の一部が鋳造に際して広がる還元気体の下にいわゆる光沢
性炭素の薄い層を形成し、それによっても金属と成形材の間の反応が防止される。さらに
別の好適な作用として、有機添加剤の付加によって硬化後における鋳型の強度の向上を達
成することができる。
【００４７】
　有機添加剤は、いずれも成形材に対して０．０１ないし１．５重量％、より好適には０
．０５ないし１．３重量％、特に好適には０．１ないし１．０重量％の量で付加される。
【００４８】
　意外なことに、極めて多様な有機添加剤によって鋳造品の表面の改善が達成されること
が判明した。好適な有機添加剤は、例えばノボラック等のフェノールホルムアルデヒド樹
脂、例えばビスフェノールＡエポキシ樹脂、ビスフェノールＦエポキシ樹脂またはエポキ
シノボラック等のエポキシ樹脂、例えばポリエチレングリコールまたはポリプロピレング
リコール等のポリオール、例えばポリエチレンまたはポリプロピレン等のポリオレフィン
、例えばエチレンまたはプロピレン等のオレフィン性コポリマー、酢酸ビニル等のその他
のコポリマー、例えばポリアミド６、ポリアミド１２、またはポリアミド６．６等のポリ
アミド、例えばバルサム樹脂等の天然樹脂、例えばパルミチン酸セチル等の脂肪酸エステ
ル、例えばエチレンジアミンビステアラミド等の脂肪酸アミド、ならびに例えばステアラ
ートまたは２価あるいは３価金属等の金属カルボン酸である。有機添加剤は、純粋な材料
として含有されるか、あるいは異なった有機化合物の混合物として含有されることのいず
れも可能である。
【００４９】
　別の好適な構成形態によれば、本発明に係る成形材混合物は少なくとも１種のシランを
一定割合で含んでいる。好適なシランは、例えばアミノシラン、エポキシシラン、メルカ
プトシラン、ヒドロキシシラン、ウレイドシランである。好適なシランの例は、γ－アミ
ノプロピル－トリメトキシシラン、γ－ヒドロキシプロピルトリメトキシシラン、３－ウ
レイドプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３．４－エポキシシクロヘキシル）ト
リメトキシシラン、およびＮ－β（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシ
ランである。
【００５０】
　粒子状の金属酸化物に対して通常約５ないし５０％のシランが使用され、好適には約７
ないし４５％、特に好適には約１０ないし４０％のシランが使用される。
【００５１】
　本発明に係る結合剤によって達成される高い強度にもかかわらず、本発明に係る成形材
混合物によって製造された鋳型、特に中子および型は、特にアルミニウム鋳造に際して鋳
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造後に良好な分解性を示す。しかしながら、本発明に係る成形材混合物を使用して製造さ
れた成形体は軽金属鋳造に限定されるものではない。この鋳型がさらに全般的な金属の鋳
造にも適している。それらの金属は、例えば真鍮あるいは銅等の非鉄金属、ならびに貴金
属である。
【００５２】
　本発明はさらに、本発明に係る成形材混合物を使用した金属加工用の鋳型の製造方法に
関する。本発明に係る方法は：
　－　前述した成形材混合物を製造し；
　－　前記の成形材混合物を造形し；
　－　成形材混合物を加熱することによって成形材混合物を硬化させ、それによって硬化
した鋳型を形成する、
各ステップからなる。
【００５３】
　本発明に係る成形材混合物の製造に際して、一般的にまず耐火性の成形基礎材が設定さ
れ、その後攪拌しながら結合剤が付加される。ここで、水ガラスならびに粒子状の金属酸
化物、特に合成非晶形二酸化珪素が任意の順序で付加される。しかしながら、液状の成分
を先に付加することが好適である。付加は強烈な攪拌を伴って実施され、それによって結
合剤が均等に耐火性の成形基礎材中に分散されるとともにそれを被包する。
【００５４】
　続いて成形材混合物が所要の形状に造形される。その際造形のために一般的な方式が採
用される。例えば、成形材混合物はコアシュータを用いて気圧によって成形工具内に封入
することができる。続いて成形材混合物が加熱によって硬化され、それによって結合剤内
に含まれる水分が気化する。この加熱は例えば成形工具によって実施することができる。
鋳型を既に成形工具内で完全に硬化させることも可能である。しかしながら、鋳型をその
縁部領域のみ硬化させることも可能であり、それによって鋳型は成形工具から取り出すた
めに充分な強度を有するものとなる。その後さらに水分を除去することによって鋳型が完
全に硬化する。このことは例えば窯内で実施することができる。この水分除去は例えば減
圧によって水分を蒸発させることによって実施することもできる。
【００５５】
　この鋳型の硬化は成形工具内に熱風を送入することによって促進することができる。こ
の実施形態によって結合剤内に含有された水分の迅速な排出が容易になり、それによって
産業上の使用に適した時間間隔で鋳型を硬化させることができる。送入される空気の温度
は１００℃ないし１８０℃、さらに好適には１２０℃ないし１５０℃となる。熱風の送風
速度は、鋳型の硬化が産業上採用可能な時間間隔で実施されるように設定することが好適
である。その時間間隔は製造される鋳型の大きさに依存するものとなる。５分未満、さら
に好適には２分未満の時間間隔での硬化が推奨される。しかしながら極めて大きな鋳型に
おいてはより長い時間間隔が必要となり得る。
【００５６】
　成形材混合物からの水分の除去は、成形材混合物の加熱がマイクロ波の照射によって達
成される方式で実施することもできる。このマイクロ波の照射は鋳型を成形工具から取り
出した後に実施される。そのためには鋳型が既に充分な強度を有する必要がある。前述し
たように、このことは例えば少なくとも鋳型の外殻部が既に成形工具内で硬化することに
よって達成することができる。
【００５７】
　前述したように、小板形状の潤滑剤、特にグラファイトおよび／またはＭｏＳ２を付加
することによって本発明に係る成形材混合物の流動性を改善することができる。製造に際
して小板形状の潤滑剤、特にグラファイトは両方の結合剤と分けて成形材混合物に付加す
ることができる。しかしながら、小板形状の潤滑剤、特にグラファイトを粒子状の金属酸
化物、特に合成非晶形二酸化珪素と予め混合し、その後初めて水ガラスおよび耐火性の成
形基礎材と混合することも可能である。
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【００５８】
　成形混合物が有機添加剤を含んでいる場合、この有機性の添加剤の付加は成形材混合物
の製造のいずれの時点においても可能である。有機性の添加物の付加は固形としてあるい
は溶液の形態で行うことができる。
【００５９】
　水溶性の有機性添加剤は水溶液の形態で使用することができる。有機性添加剤が結合剤
内に溶解可能でありその中で分解されることなく数ヶ月の貯蔵に耐えることが可能である
場合、これを結合剤内に溶解してそれと共に成形材に付加することができる。非水溶性の
添加剤は分散剤あるいはペーストの形態で使用することができる。この分散剤あるいはペ
ーストは溶剤として水を含んでいる。有機性添加剤の溶液あるいはペーストは有機性溶剤
内で形成することもできる。有機性添加剤を付加するために溶剤が使用される場合、水を
使用することが好適である。
【００６０】
　有機性添加剤の付加は粉末あるいは短繊維として実施することが好適であり、ここでそ
の粒子大あるいは繊維長は成形材粒子の大きさを超過しないように選択される。特に好適
には、有機性添加剤は０．３ｍｍの目幅の篩で篩い分けされる。成形材に付加される要素
の数を削減するために、粒子状の金属酸化物および有機性の添加剤は成形砂材に分けずに
付加し、すなわち予め混合することが好適である。
【００６１】
　成形材がシランを含んでいる場合、そのシランの付加は通常予め結合剤内に添加するこ
とによって実施される。しかしながら、シランは分離された要素として成形材内に付加す
ることもできる。しかしながら特に好適には粒子状の金属酸化物をシラン化することも好
適であり、すなわち金属酸化物をシランと混合してその表面に薄いシラン層を設ける。そ
のように前処理された粒子状の金属酸化物を使用する場合、非処理の金属酸化物に比べて
より高められた強度ならびに改善された耐湿性を得ることができる。前述したように成形
材混合物あるいは粒子状金属酸化物に有機性添加剤を付加する場合、これをシラン化の前
に実施することが好適である。
【００６２】
　本発明に係る方法は、金属鋳造のための全ての一般的な鋳型、すなわち例えば中子およ
び型の製造に適している。特に本発明に係る成形材混合物に遮断性かつ耐火性の成形基礎
材を付加する場合、または発熱性材料を付加する場合に、本発明に係る方法はフィーダヘ
ッドの製造に適している。
【００６３】
　本発明に係る成形材混合物から製造された、あるいは本発明に係る方法によって製造さ
れた鋳型は、成形品を製造した後の鋳型の除去に問題が生じる程硬化後の鋳型の強度が高
くなることを伴わずに、製造直後に高い強度を有する。さらにこの鋳型は高湿度に際して
も高い安定性を備えており、すなわちこの鋳型は長期間にわたって問題無く貯蔵すること
ができる。従って本発明のさらに別の対象は、前述した本発明に係る方法によって製造さ
れた鋳型である。
【００６４】
　本発明に係る鋳型は全般的に金属鋳造に適しており、特に軽金属の鋳造に適している。
アルミニウム鋳造に際して特に良好な結果が得られる。
【００６５】
　次に、実施例ならびに添付図面を参照しながら本発明についてより詳細に説明する。
【００６６】
　例１
　　成形基礎材として珪砂を有する成形体の強度に対する合成製造された非晶形二酸化珪
素の影響
１．　成形材混合物の製造および試験
　成形材混合物の試験のためにいわゆるゲオルグ－フィッシャー試験片が形成された。ゲ
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なる試験片であると理解される。
【００６７】
　成形材混合物の組成は表１に示されている。ゲオルグ－フィッシャー試験片を形成する
ために以下の工程が実施された：
　－　表１に示された成分を実験用フィン混合器（ドイツ国ハーゲン市のフォーゲル＆シ
ェマン株式会社製）によって混合した。そのためまず珪砂を設置して攪拌しながら水ガラ
スを付加した。水ガラスとしてはカリウム成分を含んだナトリウム水ガラスが使用された
。従って以下の表においてはＳｉＯ２：Ｍ２Ｏを有するモジュールが記載されており、こ
こでＭはナトリウムとカリウムの合計を示すものである。混合物を１分間攪拌した後、必
要に応じて非晶形の二酸化珪素（本発明の例）をさらに攪拌しながら付加した。続いて混
合物をさらに１分間攪拌した；
　－　その成形工具が２００℃に加熱されたレッパーヴェルク鋳造機械有限会社（ドイツ
国フィアゼン市）製のＨ２．５ホットボックスコアシュータの貯蔵容器内に成形材混合物
を移送した；
　－　成形材混合物を気圧（５バール）によって成形工具内に充填し、さらに３５秒間成
形工具内に滞留させた；
　－　混合物の硬化を促進するために、最後の２０秒間熱風（工具内への進入時点で２バ
ール、１２０℃）を成形工具内に誘導した；
　－　成形工具を開放して試験片を取り出した。
【００６８】
　強度を判定するために、３点式折り曲げ具（スイス国シャッフハウゼン市のＤＩＳＡイ
ンダストリ株式会社）を備えたゲオルグ－フィッシャー強度試験装置内に試験片を設置し
、試験片が破壊される応力を測定した。
【００６９】
　強度は以下のスキームで測定された：
　－　取り出し１０秒後（高温強度）；
　－　取り出し１時間後（低温強度）；
　－　冷却された中子を２５℃および７５％の相対湿度に設定された耐候試験器内に３時
間貯蔵した後。
【００７０】
　測定された折り曲げ強度は表２に示されている。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】

【００７３】
　　２．結果
ａ）　添加された非晶形二酸化珪素の量の影響
　例１．４ないし１．７においては成形材混合物にアーク炉内で製造された非晶形二酸化
珪素が徐々に増量して付加されている。成形材および水ガラスの量はいずれも一定に保持
されている。比較例１．１においては例１．４ないし１．７の成形材混合物と同じ組成を
有しているが非晶形二酸化珪素は付加されていない成形材混合物が製造された。
【００７４】
　表２の結果にから、アーク炉内で製造された非晶形二酸化珪素の付加によって試験片の
折り曲げ強度が大幅に向上することが示されている。耐候試験器内で湿度を高めて貯蔵し
た後の測定に際して試験片の折り曲げ強度が特に大きく上昇している。このことは、本発
明に係る成形材混合物によって製造された試験片が長期の貯蔵後にその強度を実質的に維
持することを示している。付加された非晶形二酸化珪素の量を徐々に増加することによっ
て折り曲げ強度が上昇する。ここで折り曲げ強度は、耐候試験器内で貯蔵した後測定する
と、まず折り曲げ強度の大きな上昇が観察され、これは付加する非晶形二酸化珪素の量を
増加するにしたがって平準化される。
【００７５】
ｂ）　アルカリ性水ガラスのＳｉＯ２：Ｍ２Ｏの比の影響
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　例１．４，１．８および１．９においてはいずれも等しい量の成形基礎材、水ガラス、
および非晶形二酸化珪素（アーク炉内で製造された）が処理されたが、アルカリ性水ガラ
スのＳｉＯ２：Ｍ２Ｏ比が変更されている。比較例１．１，１，２および１．３において
はいずれも等しい量の成形基礎材および水ガラスが処理されたが、アルカリ性水ガラスの
ＳｉＯ２：Ｍ２Ｏ比が変更されている。表２に記載されている折り曲げ強度が示している
ように、アーク炉内で製造された非晶形二酸化珪素はアルカリ性水ガラスのＳｉＯ２：Ｍ

２Ｏ比にかかわらず効果を示している。
【００７６】
ｃ）　合成非晶形二酸化珪素の種類の影響
　例１．４，１．１０および１．１１においてはいずれも等しい量の成形基礎材、水ガラ
ス、および非晶形二酸化珪素が処理されたが、合成非晶形二酸化珪素の種類が変更されて
いる。表２に記載されている折り曲げ強度は、熱加水分解によって製造された、沈殿性お
よび発熱性の珪酸は、アーク炉内で製造された非晶形二酸化珪素と同様な効果を有するこ
とを示している。
【００７７】
　例２
　　成形基礎材として珪砂を有し結合剤総量が一定に保持される成形体の強度に対するア
ルカリ性水ガラス：非晶形二酸化珪素の比率の影響
１．　成形材混合物の製造および試験
　成形材混合物の製造およびその試験は例１と同様に実施された。試験片を製造するため
に成形材混合物の組成は表３に示されている。折り曲げ強度の試験において示された数値
は表３に記述されている。
【００７８】
【表３】

【００７９】
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【表４】

【００８０】
　　２．結果
　水ガラスと非晶形二酸化珪素の総量を保持しながら水ガラス：非晶形二酸化珪素の比率
を変更することによって、低温強度を上昇させることなく高温強度および高湿度に対する
耐久性を改善することができる。
【００８１】
　例３
　　成形体の強度に対するシランの影響
１．　成形材混合物の製造および試験
　成形材混合物の製造およびその試験は例１と同様に実施された。試験片を製造するため
に成形材混合物の組成は表５に示されている。折り曲げ強度の試験において示された数値
は表６に記述されている。
【００８２】
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【表５】

【００８３】
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【表６】

【００８４】
　　２．結果
　例３．３ないし３．５は、シランの付加によって強度に対して好適な影響がもたらされ
ることを示しており、特に高い湿度に対しての耐久性に関して好適な影響が示されている
。
【００８５】
　例４
　　人工の成形基礎材を有する成形体の強度に対する非晶形二酸化珪素の影響
１．　成形材混合物の製造および試験
　成形材混合物の製造およびその試験は例１と同様に実施された。試験片を製造するため
に成形材混合物の組成は表７に示されている。折り曲げ強度の試験において示された数値
は表８に記述されている。
【００８６】
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【表７】

【００８７】
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【表８】

【００８８】
　　２．結果
　非晶形二酸化珪素の好適な効果は成形基礎材としての珪砂のみに限定されるものではな
く、例えば微細球体、セラミック球体およびガラスビーズ等のその他の成形基礎材につい
ても強度が上昇する効果が示されている。
【００８９】
　例５
　　発熱性材料を有する成形体の強度に対する非晶形二酸化珪素の影響
　発熱性材料として以下の組成が使用される：
アルミニウム（０．０６３ないし０．５ｍｍの粒子）　：　２５％
硝酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　２２％
微細中空球体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　４４％
（オメガミネラルジャーマニー社製のＯｍｅｇａ－ＳｐｈｅｒｅｓＷＳＧ）
耐火性添加物（グロッグ）　　　　　　　　　　　　　：　９％
【００９０】
１．　成形材－結合剤混合物の製造および試験
　成形材－結合剤混合物の製造およびその試験は例１と同様に実施された。試験片を製造
するために成形材混合物の組成は表９に示されている。折り曲げ強度の試験において示さ
れた数値は表１０に記述されている。
【００９１】
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【表９】

【００９２】
【表１０】

【００９３】
　　２．結果
　発熱性材料からなる成形基礎材においても非晶形二酸化珪素は強度を上昇させるよう作
用する。
【００９４】
　例６
　　成形材混合物の流動性の改善
１．　成形材混合物の製造および試験
　表１１に示された成分を実験用フィン混合器（ドイツ国ハーゲン市のフォーゲル＆シェ
マン株式会社製）によって混合した。そのためまず珪砂を設置して攪拌しながら水ガラス
を付加した。混合物を１分間攪拌した後、必要に応じて非晶形の二酸化珪素（本発明の例
）をさらに攪拌しながら付加した。続いて混合物をさらに１分間攪拌した。続いて、例６
．２ないし６．４においてはグラファイトを付加して混合物をさらに１分間攪拌した。
【００９５】
　成形材混合物の流動性は図１に示された成形工具１のフィルファクターによって判定さ
れる。成形工具１は２つの半部分からなり、それらを互いに結合して中空部２を形成する
ことができる。中空部２は、直径１００ｍｍおよび高さ３０ｍｍの円形の断面を有する３
つの洞室２ａ，２ｂおよび２ｃからなる。洞室２ａ，２ｂおよび２ｃはいずれも１５ｍｍ
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ａ，４ｂの間に設置され、８ｍｍの厚みを有している。開口部３ａ，３ｂはそれぞれ中央
軸６に対して３７．５ｍｍ離間して相互の離間距離が最大となるように配置されている。
洞室２ａ内にはさらに中央軸６に沿って流入口５が延在しており、これを介して成形材混
合物を充填することができる。この流入口５は直径１５ｍｍの円形断面を有している。洞
室２ｃ内にはさらに排気口７が設けられており、これは直径９ｍｍの円形断面からなると
ともにスロットノズルを有している。成形工具１は充填のためにコアシュータ内に挿入さ
れる。
【００９６】
　個々には、以下の工程が実施される：
　－　表１１に示された要素を混合する；
　－　レッパーヴェルク鋳造機械有限会社（ドイツ国フィアゼン市）製のＨ１コールドボ
ックスコアシュータの貯蔵容器内に成形材混合物を移送する；
　－　予加熱されていない成形工具内に気圧（５バール）を使用して混合物を充填する；
　－　ＣＯ２の導入によって混合物を硬化する；
　－　硬化した成形体を工具から取り出しその重量を記録する。
【００９７】
　判定された成形体の重量は表１２中に記載されている。
【００９８】
【表１１】

【００９９】



(24) JP 2008-511447 A 2008.4.17

10

20

30

【表１２】

【０１００】
　　２．結果
　グラファイトの添加によって成形材混合物の流動性が改善し、すなわち工具がより良好
に充填される。
【０１０１】
　例７
　　鋳造実験
１．　成形材混合物の製造および試験
　鋳造実験を実施するために、いずれも例１ないし６において製造された４個のゲオルグ
－フィッシャー試験片８がそれぞれ９０°ずらして図２に示された試験型内の下部材９内
に接着された。続いて漏斗形状の試験型の上部材１０が下部材９上に接着された。試験型
の下部材９および上部材１０は一般的なポリウレタンコールドボックス方式によって製造
された。その後試験型内に液化アルミニウム（７４０℃）が充填された。金属を冷却した
後外側の試験型を除去し、試験鋳造品を４つの試験体の部分においてその表面品質（砂付
着、平滑性）に関して観察した。その評価は評点１（極めて良）から１０（極めて不良）
で行われた。その結果は表１３に示されている。
【０１０２】
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【０１０３】
　　２．結果
　表１３の結果によって、例えば珪酸アルミニウム中空球体、セラミック球体、またはガ
ラスビーズの使用によって成形品の表面品質が部分的に大幅に改善されることが示されて
いる。
【０１０４】
　例８
　　鋳造結果に対する有機添加剤の効果
１．　成形材混合物の製造および試験
　実験される成形材混合物の組成は表１４内に示されている。
【０１０５】
　鋳造実験および評価は例７と同様に実施された。鋳造実験の結果も表１４中に示されて
いる。
【０１０６】
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【表１４】

【０１０７】
　　２．結果
　表１４の結果は有機添加剤の付加によって成形品表面の品質が改善されることを示して
いる。
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【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】流動性を検査するために使用される成形工具の断面図である。
【図２】本発明に係る成形材混合物を検査するために使用された鋳型の断面図である。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年7月6日(2006.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも：
　－　１つの耐火性の成形基礎材と；
　－　１つの水ガラスに基づいた結合剤；
　を含んだ金属加工用の鋳型を製造するための成形材混合物であり、
　前記成形材混合物に粒子状の合成非晶形二酸化珪素を一定比率で付加することを特徴と
する成形材混合物。
【請求項２】
　合成非晶形二酸化珪素は沈殿珪酸と発熱性珪酸からなる一群の中から選択することを特
徴とする請求項１記載の成形材混合物。
【請求項３】
　水ガラスはＳｉＯ２／Ｍ２Ｏモジュールを１．６ないし４．０、特に２．０ないし３．
５の範囲で有し、その際Ｍはナトリウムイオンおよび／またはカリウムイオンを示すこと
を特徴とする請求項１または２記載の成形材混合物。
【請求項４】
　水ガラスはＳｉＯ２およびＭ２Ｏの固形成分を３０ないし６０重量％の範囲で有するこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項５】
　結合剤は２０重量％未満の比率で成形材混合物内に含有されることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項６】
　粒子状の合成非晶形二酸化珪素は結合剤に対して２ないし６０重量％の比率で含有され
ることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項７】
　成形基礎材は少なくとも一定割合で微細中空球体を含有することを特徴とする請求項１
ないし６のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項８】
　微細中空球体は珪酸アルミニウム微細中空球体および／またはグラス中空球体であるこ
とを特徴とする請求項７記載の成形材混合物。
【請求項９】
　成形基礎材が少なくとも一定比率のガラス粒子、ガラスビーズおよび／または球形のセ
ラミック成形体を含有することを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の成形材
混合物。
【請求項１０】
　成形基礎材が少なくとも一定比率でムライト、クロム鉱石砂および／またはカンラン石
を含有することを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１１】
　成形材混合物に酸化性金属および酸化剤を付加することを特徴とする請求項１ないし１
０のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１２】
　成形材混合物が一定比率で小板形状の潤滑材を含有することを特徴とする請求項１ない
し１１のいずれかに記載の成形材混合物。
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【請求項１３】
　小板形状の潤滑材はグラファイトおよび硫化モリブデンから選択されることを特徴とす
る請求項１２記載の成形材混合物。
【請求項１４】
　成形材混合物が少なくとも１種類の室温中で固体の有機添加剤を一定比率で含有するこ
とを特徴とする請求項１ないし１３のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１５】
　成形材混合物が少なくとも１種類のシランを含有することを特徴とする請求項１ないし
１４のいずれかに記載の成形材混合物。
【請求項１６】
　－　請求項１ないし１５のいずれかに記載の成形材混合物を製造し；
　－　成形材混合物を造形し；
　－　成形材混合物を加熱することによってこの成形材混合物を硬化させ、それによって
硬化された鋳型を形成する、
　各ステップからなる、金属加工用の鋳型の製造方法。
【請求項１７】
　成形材混合物を１００ないし３００℃の温度範囲に加熱することを特徴とする請求項１
６記載の方法。
【請求項１８】
　硬化のために成形材混合物内に熱風を送入することを特徴とする請求項１６または１７
記載の方法。
【請求項１９】
　成形材混合物の加熱はマイクロ波の作用によって達成されることを特徴とする請求項１
６または１７記載の方法。
【請求項２０】
　鋳型がフィーダヘッドであることを特徴とする請求項１６ないし１９のいずれかに記載
の方法。
【請求項２１】
　請求項１６ないし２０のいずれかに記載の方法によって形成される鋳型。
【請求項２２】
　金属鋳造、特に軽金属鋳造における請求項２１記載の鋳型の適用方法。
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【国際調査報告】
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