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(57)【要約】
【課題】溶湯の充填速度を上げて充填時間の短縮を図る
ことなく、溶湯が射出スリーブ内で急速冷却されて凝固
進行するのを防止する。
【解決手段】型締め状態で、溶湯保持炉１５内の溶湯１
７を、真空吸引により給湯パイプ１３を介して射出スリ
ーブ９に導入する際に、分岐管３１を介して大気を給湯
パイプ１３に吸入し、溶湯とともに射出スリーブ９に導
入する。このとき、射出スリーブ９内は高真空状態なの
で、溶湯１７ａ中に混入した空気は、溶湯１７ａの表面
から一斉に放出されて、溶湯１７ａの表面と射出スリー
ブ９との間に空気断熱層を形成して溶湯１７ａの熱伝達
性を鈍化させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型内のキャビティに連通する射出スリーブに、溶湯保持炉内の溶湯を、給湯通路を介
して真空吸引して導入する鋳造装置において、前記溶湯保持炉内の溶湯を前記射出スリー
ブに真空吸引する際に、前記溶湯中に気体を導入する気体導入通路を設けたことを特徴と
する鋳造装置。
【請求項２】
　前記気体導入通路を、前記溶湯保持炉内の溶湯中に位置する前記給湯通路に接続したこ
とを特徴とする請求項１に記載の鋳造装置。
【請求項３】
　前記気体導入通路に、気体の流量を調整する流量調整手段を設けたことを特徴とする請
求項１または２に記載の鋳造装置。
【請求項４】
　前記流量調整手段は、オリフィスからなることを特徴とする請求項３に記載の鋳造装置
。
【請求項５】
　前記流量調整手段は、流量調整弁からなることを特徴とする請求項３に記載の鋳造装置
。
【請求項６】
　前記気体導入通路の上流側の気体導入口を大気に開放したことを特徴とする請求項１な
いし５のいずれか１項に記載の鋳造装置。
【請求項７】
　前記気体導入通路の上流側の気体導入口を、圧縮気体を充填した圧縮気体容器に接続し
たことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の鋳造装置。
【請求項８】
　前記気体導入通路の気体放出口を、前記溶湯保持炉内の溶湯中に設置し、前記気体導入
通路の上流側には、前記溶湯保持炉内の溶湯中に気体を送り込む気体送出手段を設けたこ
とを特徴とする請求項１に記載の鋳造装置。
【請求項９】
　前記気体を不活性気体としたことを特徴とする請求項１ないし５，７，８のいずれか１
項に記載の鋳造装置。
【請求項１０】
　前記溶湯がアルミニウム合金であって、前記気体を水素としたことを特徴とする請求項
１ないし５，７，８のいずれか１項に記載の鋳造装置。
【請求項１１】
　金型内のキャビティに連通する射出スリーブに、溶湯保持炉内の溶湯を、給湯通路を介
して真空吸引して導入する鋳造装置の給湯方法において、前記溶湯保持炉内の溶湯を前記
射出スリーブに真空吸引する際に、前記溶湯中に気体を導入することを特徴とする鋳造装
置の給湯方法。
【請求項１２】
　前記溶湯保持炉内の溶湯中に位置する前記給湯通路に、前記溶湯の真空吸引に伴って気
体を導入することを特徴とする請求項１１に記載の鋳造装置の給湯方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金型内のキャビティに連通する射出スリーブに、溶湯保持炉内の溶湯を、給
湯通路を介して真空吸引して導入する鋳造装置および鋳造装置の給湯方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイカスト鋳造法は、薄肉で精密な鋳物製品を大量に生産する方法として知られている
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が、そのための要素技術として、凝固が進行する前に金型キャビティ内に短時間で溶湯を
充填完了することが要求され、高速・高圧での溶湯充填が必要な鋳造技術である。このた
め、キャビティ内にあらかじめ存在する大気は、その大部分が高速でキャビティ内に流入
してくる溶湯に捕捉され、鋳巣欠陥などが多い不完全な鋳物となることがある。
【０００３】
　このような欠点に対し、金型キャビティ内および金型キャビティと連通する射出スリー
ブ内を真空吸引し、かつ溶湯保持炉から射出スリーブ内への溶湯移送を、給湯パイプを介
して真空吸引による差圧を利用して行うダイカスト鋳造機が提案され（下記特許文献１参
照）、これにより鋳巣および酸化物が少ない高品質鋳物が製造できることが知られている
。なお、ここで言う真空とは、１００ｈＰａ以下に減圧することを意味するものであり、
鋳造技術の慣用語として通常真空と称している。
【特許文献１】特許第２６４５４８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、このような真空ダイカスト鋳造法を用いても、射出スリーブに給湯された溶
湯は急速冷却され、冷却された溶湯は、キャビティに充填されながら多数の個々の凝固片
となり、充填完了時に加圧されて個々が互いに溶融できずに脆い組織を形成しやすい。
【０００５】
　特に、大型鋳物や多数個取りの成形を対象とする場合、金型サイズが大型化するために
、溶湯の充填すべき距離が長くなることから、上記した問題はさらに顕在化する。具体的
には、金型キャビティ内の溶湯流入口付近では、鋳造品の機械的特性が高く安定するもの
の、溶湯流入口から離れて充填距離が長くなるに従って上記問題点が生じやすい。
【０００６】
　このような問題に対し、溶湯の充填速度を上げ充填時間の短縮を図ることによって、凝
固進行の影響を小さくすることが考えられるが、この場合には、充填時の溶湯の挙動が乱
雑になってキャビティ内で気体の巻き込みが生じたり、金型が損傷する虞があるので、良
品率が低下し品質保証のための手直しに多くの時間を費やし、金型の稼働率を極端に下げ
てしまうという問題が発生する。
【０００７】
　そこで、本発明は、溶湯の充填速度を上げて充填時間の短縮を図ることなく、溶湯が射
出スリーブ内で急速冷却されて凝固進行するのを防止することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、金型内のキャビティに連通する射出スリーブに、溶湯保持炉内の溶湯を、給
湯通路を介して真空吸引して導入する鋳造装置において、前記溶湯保持炉内の溶湯を前記
射出スリーブに真空吸引する際に、前記溶湯中に気体を導入する気体導入通路を設けたこ
とを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、溶湯保持炉内の溶湯を、真空吸引にて給湯通路を介して射出スリーブ
に導入する際に、気体導入通路を介して気体が溶湯中に導入され、この気体が溶湯ととも
に射出スリーブに導入される。このとき、射出スリーブ内は高真空状態なので、溶湯中に
導入した気体は、溶湯表面から一斉に放出されて、溶湯表面と射出スリーブとの間に気体
断熱層を形成して溶湯の熱伝達性を鈍化させ、その後射出スリーブからキャビティへ射出
される際の溶湯の凝固進行を妨げる。
【００１０】
　射出スリーブ内の溶湯中の気体は、溶湯表面から放出された後、溶湯がキャビティに射
出供給されて鋳造される過程で、キャビティに連通する真空吸引経路を通じて金型外に放
出されるので、品質上の問題はない。この際、溶湯の充填速度を上げて充填時間の短縮を
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図っているわけではないので、充填時の溶湯の挙動が乱雑になってキャビティ内で空気の
巻き込みが生じたり、金型が損傷する虞はない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の第１の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構
成を示す断面図である。固定金型１と可動金型３との間にはキャビティ５が形成され、こ
のキャビティ５内に、図１のように型締め状態で溶湯を供給することで製品を鋳造成形す
る。キャビティ５の外周側の固定金型１と可動金型３との間にはシール材７を設け、キャ
ビティ５内の気密性を高めている。
【００１３】
　固定金型１の図１中で下部には、水平方向に延びる円筒形状の射出スリーブ９の一端部
を接続し、この射出スリーブ９内は、前記したキャビティ５に連通している。射出スリー
ブ９の他端部は固定金型１の外部に突出させ、この突出端部の開口から射出ピストン１１
を移動可能に挿入する。射出ピストン１１は、図示しない射出シリンダによって射出スリ
ーブ９内を進退移動する。
【００１４】
　固定金型１の外部に位置する射出スリーブ９の下部には、円筒形状の給湯通路としての
給湯パイプ１３の上端を連通接続し、給湯パイプ１３の下部側は、溶湯保持炉１５内の溶
湯１７中に挿入している。給湯パイプ１３と射出スリーブ９との接続部には、シール材と
してセラミックシール１９を設けて気密性を高めている。また、給湯パイプ１３の下端部
は、溶湯保持炉１５の底部近傍に位置し、その開口端部には、オリフィス２１を設けてい
る。
【００１５】
　以上の構成によって、金型（固定金型１と可動金型３）から溶湯保持炉１５までの鋳造
空間が密閉系となり、この密閉系におけるキャビティ５の図１中で上端部には、固定金型
１と可動金型３との間に位置する真空吸引通路２３を設け、真空吸引通路２３の外部開口
には真空吸引パイプ２５を介して真空容器２７を接続する。
【００１６】
　上記した真空吸引通路２３は、可動金型３の固定金型１に対向する面に形成した溝によ
って構成してあり、その途中に真空バルブ２９を設けてある。この真空バルブ２９を型締
め状態で開放することで、真空容器２７によって密閉系を真空吸引する。
【００１７】
　そして、前記した給湯パイプ１３の溶湯１７内に挿入された部位には、気体導入通路と
しての分岐管３１の一端を連通接続し、分岐管３１の他端は溶湯１７の外部に引き出して
大気中に開口させる。また、この気体導入口となる開口部には、流量調整手段としての分
岐管オリフィス３３を設けてある。
【００１８】
　なお、給湯パイプ１３と分岐管３１との接続部は、常に溶湯１７中に浸漬しているので
、特にシール材を設けることなく真空シール性を確保できる。
【００１９】
　次に作用を説明する。図１のように型締めした状態で、真空バルブ２９を開放すると、
キャビティ５と真空容器２７とが連通し、これにより上記した密閉系内が負圧となり、溶
湯保持炉１５内の溶湯１７が、図１のように射出スリーブ９に吸引されて溶湯１７ａとし
て導入される。この際、分岐管３１の大気中に開放したオリフィス３３から、気体として
の空気が導入されて給湯パイプ１３内に吸入され、溶湯に混入して溶湯とともに射出スリ
ーブ９に導入される。
【００２０】
　このとき、射出スリーブ９内は高真空状態なので、溶湯１７ａ中に混入している空気は
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、溶湯１７ａの表面から、過飽和状態となって一斉に放出され、溶湯１７ａの表面と、射
出スリーブ９との間に空気断熱層を形成して溶湯１７ａの熱伝達性を鈍化させる。
【００２１】
　そして、図１の状態から射出ピストン１１を前進させることで、射出スリーブ９内の溶
湯１７ａが、キャビティ５に射出供給され、この射出供給に対して適宜のタイミングで真
空バルブ２９を閉じることで、キャビティ５内が加圧されて鋳造される。
【００２２】
　ここで、図１の状態での溶湯１７ａは、空気断熱層によって断熱しているので、急速冷
却されることがなく、キャビティ５に射出供給される際に、多数の凝固片が形成されるこ
とを防止でき、充填完了時に加圧されて個々が互いに溶融できずに脆く壊れやすい組織を
形成するような不具合を防止して、高品質な製品を成形することができる。
【００２３】
　なお、溶湯１７ａ中の空気は、溶湯１７ａの表面から放出された後、溶湯１７ａがキャ
ビティ５に射出供給されて鋳造される過程で、キャビティ５に連通する真空吸引経路２３
を通じて金型外に放出されるので、成形品の品質上の問題はない。
【００２４】
　この際、本実施形態では、溶湯の充填速度を上げて充填時間の短縮を図っているわけで
はないので、充填時の溶湯の挙動が乱雑になってキャビティ５内で空気の巻き込みが生じ
たり、金型が損傷する虞はない。
【００２５】
　また、分岐管オリフィス３３の口径を適宜選択することで、給湯パイプ１３に導入する
空気の量を調整することができる。このような分岐管オリフィス３３に代えて流量調整弁
を設けてもよく、流量調整弁を設けることで、導入する空気量の調整を容易に行うことが
できる。
【００２６】
　また、本実施形態では、分岐管３１を、溶湯保持炉１５内の溶湯１７中に位置する給湯
パイプ１３に接続しているので、射出スリーブ９に導入する溶湯１７ａに空気を確実に混
入させることができる。
【００２７】
　さらに、本実施形態では、分岐管３１の上流側の気体気導入口となる分岐管オリフィス
３３を、単に大気に開放させているだけなので、分岐管オリフィス３３を含む分岐管３１
以外は、特別な装置が不要であり、簡素な構成で高品質な製品を成形することができる。
【００２８】
　図２は、本発明の第２の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構
成を示す断面図である。この実施形態は、前記図１に示した第１の実施形態に対し、分岐
管３１の溶湯保持炉１７から外部に引き出した他端に、さらに連通管３５を介して圧縮気
体容器３７を接続している。すなわち、気体導入通路の上流側の気体導入口を、圧縮気体
を充填した圧縮気体容器２７に接続していることになる。
【００２９】
　また、上記した分岐管３１の溶湯１７から外部に突出した部位より圧縮気体容器３７に
至る気体通路の適宜位置には、流量調整手段としての圧力リリーフ弁３９を設けている。
【００３０】
　圧縮気体容器３７には、空気でもよいが、窒素（Ｎ2）やアルゴン（Ａｒ）などの不活
性気体や水素（Ｈ2）を充填することが好ましい。
【００３１】
　上記第２の実施形態では、図２のように型締めした状態で、真空バルブ２９を開放する
と、キャビティ５と真空容器２７とが連通し、これにより前述した密閉系内が負圧となり
、溶湯保持炉１５内の溶湯１７が、図２のように射出スリーブ９に吸引されて溶湯１７ａ
として導入される。
【００３２】
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　この際、分岐管３１内に存在する溶湯も給湯パイプ１３内に吸引され、これとともに圧
縮気体容器３７内の気体圧力によって圧力リリーフ弁３９が開放し、圧縮気体容器３７内
の気体が、給湯パイプ１３に吸入され、溶湯に混入して溶湯とともに射出スリーブ９に導
入される。
【００３３】
　したがって、第２の実施形態においても、射出スリーブ９内の溶湯１７ａ中に導入した
気体は、溶湯１７ａの表面から、過飽和状態となって一斉に放出され、溶湯１７ａの表面
と、射出スリーブ９との間に空気断熱層を形成して溶湯１７ａの熱伝達性を鈍化させるの
で、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００３４】
　また、第２の実施形態では、圧縮気体容器３７にＮ2やＡｒなどの不活性気体を充填す
ることで、空気を利用する場合に比較して、溶湯の酸化を抑制することができ、より高品
質な製品を成形することができる。
【００３５】
　また、圧縮気体容器３７にＨ2を充填することで、空気を利用する場合に比較して、ア
ルミニウム合金とした場合の溶湯に混入しやすく、溶湯中に気体を均一に分散させること
ができ、溶湯パイプ１３に導入後、射出スリーブ９内にて溶湯１７ａの表面から放出する
気体を分散させて気体断熱層を容易に形成することができる。
【００３６】
　なお、第２の実施形態において、流量調整手段として圧力リリーフ弁３９に代えて流量
調整弁を設けてもよい。
【００３７】
　図３は、本発明の第３の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構
成を示す断面図である。この実施形態は、溶湯保持炉１５の溶湯１７中に気体導入通路と
しての気体放出管４１を挿入し、気体放出管４１の上流側の端部には、気体送出手段とし
ての例えばコンプレッサ４３を接続する。
【００３８】
　そして、上記した気体放出管４１の先端の気体放出口となるノズル４１ａから、気体を
溶湯１７中に直接放出する。このような気体放出は、常時行っておくことで、溶湯１７を
ガスリッチな状態とすることができ、射出スリーブ９内に導入する溶湯１７ａ中への気体
の混入を確実なものとすることができる。また、ノズル４１ａを、給湯パイプ１３のオリ
フィス２１近傍に設置することで、真空吸引する溶湯１７とともに気体も同時に吸引しや
すくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構成
を示す断面図である。
【図２】本発明の第２の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構成
を示す断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態を示す鋳造装置として、ダイカスト鋳造装置の全体構成
を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　固定型（金型）
　３　可動型（金型）
　５　キャビティ
　９　射出スリーブ
　１３　給湯パイプ（給湯通路）
　１５　溶湯保持炉
　１７　溶湯保持炉内の溶湯
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　１７ａ　射出スリーブ内の溶湯
　２７　圧縮気体容器
　３１　分岐管（気体導入通路）
　３３　オリフィス（流量調整手段）
　３５　連通管３５（気体導入通路）
　３９　圧力リリーフ弁（流量調整手段）
　４１　気体放出管（気体導入通路）
　４１ａ　ノズル（気体放出口）
　４３　コンプレッサ（気体送出手段）

【図１】 【図２】
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【図３】
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