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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋳造用の水ガラス硬化剤であって、
　エステル、非晶質シリカ、水およびエタノールを含む、ことを特徴とする硬化剤。
【請求項２】
　前記エステルは、グリセリンモノアセテート、グリセロールジアセタート、グリセロー
ルトリアセテート、エチレングリコールジアセタート、炭酸プロピレン、またはジエステ
ルのうちのいずれか１種または少なくとも２種の混合物である、ことを特徴とする請求項
１に記載の硬化剤。
【請求項３】
　前記エステルと非晶質シリカの重量比は（０．３～４）：１である、ことを特徴とする
請求項１または２に記載の硬化剤。
【請求項４】
　前記エステルと非晶質シリカの重量比は（０．６８～２）：１であり、
　前記硬化剤は、２０～４０質量％のエステル、３０～６０質量％の非晶質シリカ、２～
１２質量％のアルコール、３～１８質量％の水を含む、ことを特徴とする請求項１～３の
いずれか一項に記載の硬化剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の鋳造用の水ガラス硬化剤の製造方法であって、
　（１）まず、配合比に基づき秤量したエステルを高速撹拌機の撹拌タンク内に仕込み、
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撹拌を開始するステップと、
　（２）配合比に基づき秤量した水を投入し、配合比に基づき秤量したアルコールをさら
に投入し、回転数を８００回転／分以上に調節し、非晶質シリカを添加し、懸濁液となる
ように１０～２０ｍｉｎ撹拌し続け、前記鋳造用の水ガラス硬化剤を得るステップとを含
む、ことを特徴とする製造方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の鋳造用の水ガラス硬化剤の、鋳型と中子の製造に
おける使用であって、
　前記鋳型と中子は金属の鋳造に用いられる、ことを特徴とする使用。
【請求項７】
　９５～９８質量％の石英砂、１．８～２．５質量％の水ガラス、および０．６～１．６
質量％の液体増強剤を含み、
　前記液体増強剤は請求項１～４のいずれか一項に記載の鋳造用の水ガラス硬化剤である
、ことを特徴とする水ガラス自硬性砂。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、中国発明特許出願番号２０１６１００８２０１９．４（出願日：２０１６年０
２月０５日、発明の名称：水ガラス鋳造用硬化剤およびその製造方法と使用）に基づいて
優先権を主張するものであり、その内容の全てが援用により本明細書に含まれる。
【０００２】
本発明は鋳物砂改質の技術分野に関し、特に、水ガラス鋳造用硬化剤およびその製造方法
と使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
鋳物は装置製造業のベース部材であり、鋳造業の発展は国の生産実力を示すものである。
２００８年の統計によれば、中国の鋳物の年間生産量は３３５０万トンであり、世界一の
鋳造大国となっている。これらの鋳物の生成のほとんどは、自硬性砂で鋳型と中子を製造
している。
【０００４】
金属成形体の製造に用いられる鋳型は、基本的に２種類の構造形式で製造される。第１種
は、いわゆる中子または型を形成し、それを鋳型として組み立てるものであり、前記鋳型
は基本的に製造しようとする鋳物の雌型である。第２種は、中空体を形成し、いわゆるフ
ィーダが平衡貯蔵容器として機能し、該容器は液体金属を受け、ここで対応する対策によ
り、雌型となる鋳型にある金属と比べてより長時間金属を液相で保持することを確保する
。金属が雌型内で凝固すると、液体金属は、金属が凝固した時に現れる体積収縮を平衡さ
せるよう、その後平衡貯蔵容器から流出する可能性がある。
【０００５】
鋳型は耐火材、例えば石英砂から構成され、その粒子は鋳型が成形された後に適当な結着
剤により接合されることで、鋳型が十分な機械的強度を有することを保証する。耐火の造
形基材を鋳型の製造に適用することもあり、該造形基材は適当な結着剤により処理される
。耐火の造形基材は流動可能な形式で存在することが好ましく、それにより、適当な中空
型内に充填可能であり、且つその場で緻密となる。結着剤によって造形基材の粒子同士間
に強固な接合力を生じることで、鋳型は必要な機械的安定性を得ることになる。
【０００６】
鋳型は各種の異なる要求を満たさなければならない。鋳込工程自体は、まず、液体の金属
を１つまたは複数の鋳（分）型から構成される中空型内に受けるように、十分な安定性お
よび耐温度性を有さなければならない。凝固工程が開始すると、鋳型の機械的安定性は凝
固した金属層により保証され、該金属層は中空型の壁に沿って形成される。この時、鋳型
の材料は、金属から放出される熱量の影響により、その機械的強度が失われ、耐火材料の
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単一粒子同士間における接合が除去されるように分解されなければならない。これは、例
えば結着剤が熱の作用で分解されることにより達成される。冷却後、凝固した鋳物を振動
する。ここで、理想的な場合、鋳型の材料は再び細砂に分解され、金型のキャビティーか
ら注出されることができる。
【０００７】
鋳型を製造するために、有機結着剤を使用することができるだけでなく、無機結着剤を使
用してもよく、前記結着剤の硬化はそれぞれ冷硬化法または熱硬化法により行うことがで
きる。鋳造業は機械製造業における汚染が最も酷い業界の１つであり、造形・中子成形用
の結着剤は汚染の主な源である。現在、鋳造工場はフラン樹脂、ウレタン樹脂などの有機
結着剤を広く採用し、これらの有機結着剤は液体金属が鋳型に注入される際に燃焼して分
解し、トルエン、キシレン、フェノール、一酸化炭素および懸濁物などの有毒ガスや有害
物質を放出する恐れがある。国内法令、規制による鋳造工場への日々高まる環境保護要求
に伴い、水ガラス自硬性砂はますます注目されている。
【０００８】
鋳込工程における分解生成物の排出を回避するために、無機材料に基づく結着剤または最
大で非常に少ない有機化合物を含む結着剤を適用しなければならない。ＤＥ１９９２５１
６７Ａには、結着剤としてアルカリ金属ケイ酸塩を含む放熱の供給組成物が記載されてい
る。また、室温で自己硬化する結着剤系が既に研究・開発されている。このようなリン酸
および金属酸化物に基づく体系は、例えばＵＳ５，５８２，２３２Ａ１に記載されている
。さらに、より高い温度で硬化し、例えば熱型内で硬化する無機結着剤系もある。このよ
うな熱硬化性結着剤系は、例えばＵＳ５，４７４，６０６Ａ１から既知であり、この文献
にはアルカリ金属水ガラスとケイ酸アルミニウムから構成される結着剤系が記載されてい
る。
【０００９】
典型的には、水ガラスとは、ケイ砂とソーダ灰から合成された無機結着剤であり、地球上
で資源が最も豊かな物質の一つで、環境への影響が最も小さい鋳造樹脂である。新型の水
ガラスは、１９９９年から登場し、現在までに水ガラスの添加量は１．８～３．０％まで
低下し、強度が高く、崩壊性が良く、古い砂が再利用でき、再利用率が８０～９０％とな
り、使用時間が調整可能で、機械化造形生産ラインに使用可能で、単品または少量生産に
も使用可能であるなどの利点を有する。
【００１０】
水ガラスは、鋳物（中子）砂の結着剤として、技術、経済および生態の面における要求を
良好に満たすことができ、広い応用の見通しを有する鋳造用結着剤である。しかし、水ガ
ラス結着剤は、同じ添加量では、一般的な水ガラスの比強度≦０．３ＭＰａ（１％）であ
り、その力学的性能は有機樹脂よりも低く、且つ水ガラス砂の崩壊性が悪いため、その普
及と応用を妨げていた。しかし、水ガラス増強剤の添加により、水ガラスの用量を限定す
る前提でその比強度を向上させることができる。
【００１１】
ＣＮ１０４２２６８９０Ａには鋳造用の水ガラス増強剤およびその製造方法が開示されて
いる。該水ガラス増強剤の原料は、ポリオレフィンアルコール４～５重量部、フルオロケ
イ酸塩０～０．５重量部、糖アルコール類０．１～８重量部、および無機酸０．１～２重
量部を含む。該新型の水ガラス増強剤は水ガラスの添加量を大きく減少することができる
とともに、水ガラス砂の強度を著しく増加させることができ、その力学的性能を向上させ
、適用範囲をさらに広げるが、成形後に長期間の貯蔵を経た後の強度に対する改善には限
界がある。
【００１２】
ＣＮ１０１０２７１４７Ａには金属加工用鋳型を製造するための造形材料混合物が開示さ
れている。鋳型を製造するために、耐火の造形基材および水ガラスに基づく結着剤を使用
し、且つ一定の割合の粒状金属酸化物を結着剤に添加し、該粒状金属酸化物はシリカ、ア
ルミナ、チタニア、および酸化亜鉛から選ばれるものである。成形後の鋳型の強度を大き
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く向上させるが、固体粉体の添加の連続性が悪く、添加時の粉塵飛散により作業環境が悪
くなり、特に、エステル硬化水ガラス砂を使用する時、複数の成分のそれぞれの添加によ
り、操作の複雑さを増加させるため、産業化に不利である。
【００１３】
于欣偉らは、改質ナノシリカ－アクリレートポリウレタンエマルジョンの製造および特徴
について、該エマルジョンは塗膜の硬度、吸水率および耐アルコール性などの性能に対し
ていずれも著しく改善したことを報道した（于欣偉ら、改質ナノシリカ－アクリレートポ
リウレタンエマルジョンの製造および特徴、電解めっきと塗装、第２２号、２０１４年）
が、該エマルジョンを水ガラス自硬性砂の製造に用いることが開示されておらず、水ガラ
ス鋳造用増強剤としていない。
【００１４】
そのため、水ガラス砂の力学的性能をより良好に向上させることができることに加え、粉
体による汚染を回避することができ、操作しやすく、計量、添加しやすく、且つ工業化生
産が実現でき、水ガラス自硬性砂の普及と適用に将来的意義を有する水ガラス鋳造用増強
剤を開発した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
従来の技術の不足に対し、本発明の第１の目的は、エステル、熱分解法による非晶質シリ
カおよび／または沈殿法による非晶質シリカである非晶質シリカ、および水を含む新型の
水ガラス鋳造用硬化剤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明に係る硬化剤は鋳型または中子の製造に用いることができる。即ち、前記水ガラス
鋳造用硬化剤を液体増強剤として水ガラス自硬性砂に用いる使用である。
【００１７】
本発明は、硬化剤の各成分を均一に混合して懸濁液に調合した後、それを水ガラス自硬性
砂の製造に用いることにより、水ガラス鋳造用硬化剤の一括投入を実現し、粉体による汚
染がなく、操作しやすく、計量、添加しやすく、工業化生産を実現し、それに加えて、前
記硬化剤を鋳型または中子の製造に用いることにより、水ガラス砂の強度を著しく増加さ
せることができ、且つ成形後に長期間の貯蔵を経ても、その強度が依然として高いレベル
に保持でき、鋳型または中子の力学的性能を大きく改善するものである。
【００１８】
本発明に記載する「含む」とは、前記成分以外、他の成分をさらに含んでも良いことを意
味し、これらの他の成分により前記硬化剤に異なる特性を付与する。これに加えて、本発
明に記載する「含む」は、閉鎖式の「～である」または「～から構成される」に置き換え
てもよい。
【００１９】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤に一定の割合の粒状の非晶質シリカが含まれ
、該粒状の非晶質シリカの粒度は、好ましくは５０μｍ未満であり、より好ましくは１０
μｍ未満であり、特に好ましくは５μｍ未満である。粒度は篩分析により特定されること
ができる。１０μｍのメッシュサイズを有する篩上の残留物は、好ましくは７重量％未満
であり、特に好ましくは４重量％未満である。
【００２０】
本発明によれば、好ましくは、粒状の非晶質シリカとして熱分解法による非晶質シリカま
たは沈殿法による非晶質シリカのうちのいずれか１種または少なくとも２種の混合物を用
いる。
【００２１】
熱分解法による非晶質シリカまたは沈殿法による非晶質シリカは、本発明に係る水ガラス
鋳造用硬化剤にも同様に適用する。熱分解法による非晶質シリカとは、通常、高温で気相
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から凝集したものを指す。熱分解法による非晶質シリカの製造は、例えば、四塩化ケイ素
の火炎加水分解、或いはアーク炉においてコークスまたは無煙炭で石英砂を還元して一酸
化ケイ素ガスを生成した後、シリカに酸化することにより行われることができる。アーク
炉法により製造した熱分解法による非晶質シリカは、炭素をさらに含んでもよい。沈殿法
による非晶質シリカは、アルカリ金属ケイ酸塩水溶液と無機酸との反応から得られ、その
後、ここで生成した沈殿物から分離、乾燥、研磨されたものである。
【００２２】
本発明によれば、前記非晶質シリカは、ＺｒＳｉＯ４を熱分解して形成した非晶質シリカ
が好ましく、添加量が同じである場合、他の由来の非晶質シリカよりも高い中子重量を取
得し、鋳型粒子の堆積がさらに緻密となることを表している。
【００２３】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤において、前記エステルは、グリセリンモノ
アセテート、グリセロールジアセテート、グリセロールトリアセテート、エチレングリコ
ールジアセテート、炭酸プロピレンまたはジエステルのうちのいずれか１種または少なく
とも２種の混合物であり、前記混合物の典型的であるが限定的ではない例として、グリセ
リンモノアセテートとグリセロールジアセテートとの混合物、グリセロールトリアセテー
トとエチレングリコールジアセテートとの混合物、グリセロールジアセテートとグリセロ
ールトリアセテートとエチレングリコールジアセテートと炭酸プロピレンとの混合物であ
る。
【００２４】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤における水は水道水などを用いても良く、こ
こでは特に限定されない。
【００２５】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤において、エステルと非晶質シリカは適当な
重量配合比で混合されるが、典型的であるが限定的ではない重量比は（０．３～４）：１
である。上記エステルと非晶質シリカの重量比は（０．３～４）：１であり、該範囲にお
ける各具体値を含み、例えば、０．３：１、０．４：１、０．４５：１、０．６８：１、
０．８：１、０．９２：１、１：１、１．２：１、１．３：１、１．６：１、１．８：１
、２：１など、および上記の数値の間の具体値、例えば０．７：１、１．４：１などであ
ってもよいことを出願人より声明する。紙面の都合と簡明のために、本発明では前記範囲
に含まれる具体値を網羅的には列挙しない。しかし、本発明によれば、エステルと非晶質
シリカの重量配合比は、好ましくは（０．６８～２）：１である。
【００２６】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤は、２０～４０質量％のエステル、３０～６
０質量％の非晶質シリカ、および５～３０質量％の水を含む。上記の各成分の含有量範囲
は、該範囲における各具体値を含み、例えば、エステルが前記硬化剤を占める質量分率は
、２０％、２２％、２３％、２３．５％、２４％、２５％、２６．５％、２７％、２８％
、２９％、３０％などであってもよく、非晶質シリカが前記硬化剤を占める質量分率は、
３０％、３２％、３３％、３３．５％、３４％、３５％、３６．５％、３７％、３８％、
３９％、４０％、４１％、４２％、４３％、４３．５％、４４％、４５％、４６．５％、
４７％、４８％、４９％、５０％、５１％、５２％、５３％、５４％、５５％、５６％、
５８％、６０％などであってもよく、水が前記硬化剤を占める質量分率は、５％、６％、
８％、１０％、１２％、１３％、１３．５％、１４％、１５％、１６．５％、２０％、２
２％、２３％、２５％、２８％、３０％など、および上記の数値の間の具体値であっても
よいことを出願人より声明する。紙面の都合と簡明のために、本発明では前記範囲に含ま
れる具体値を網羅的には列挙しない。
【００２７】
本発明によれば、典型的であるが限定的ではない前記硬化剤は、２０質量％のエステル、
５０質量％の非晶質シリカ、３０質量％の水を含んでも良く、或いは、２３質量％のエス
テル、４９質量％の非晶質シリカ、２８質量％の水などを含んでも良い。
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【００２８】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤にはアルコールをさらに含んでも良く、主に
硬化剤の各成分の溶解を加速するために用いられ、他の公知の有機溶剤を用いても良い。
典型的であるが限定的ではないアルコール系溶剤として、エタノール、メタノール、プロ
パノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、ベンジルアルコール、エチ
レングリコールまたはポリエチレングリコールから選ばれるいずれか１種または少なくと
も２種の混合物であってもよいが、好ましくはエタノールである。有機溶剤としてエタノ
ールを用いると、前記硬化剤の懸濁液をさらに均一に、安定させることができる。エタノ
ールは、懸濁液の安定性、経済性、環境保全性のいずれにおいても最適な選択肢である。
【００２９】
本発明によれば、前記硬化剤は、２０～４０質量％のエステル、３０～６０質量％の非晶
質シリカ、２～１２質量％のアルコール、および３～１８質量％の水を含んでもよい。典
型的であるが限定的ではない組み合わせとして、２０質量％のエステル、６０質量％の非
晶質シリカ、２質量％のアルコール、および１８質量％の水を含んでもよく、或いは、３
２質量％のエステル、５０質量％の非晶質シリカ、３質量％のアルコール、および１５質
量％の水を含んでもよく、或いは、３５質量％のエステル、４８質量％の非晶質シリカ、
５質量％のアルコール、および１２質量％の水などを含んでもよい。
【００３０】
本発明の第２の目的は、
（１）まず、配合比に基づき秤量したエステルを高速撹拌機の撹拌タンク内に仕込み、撹
拌を開始するステップと、
（２）配合比に基づき秤量した水を投入し、オプションとして、配合比に基づき秤量した
アルコールをさらに投入し、回転数を８００回転／分以上に調節し、非晶質シリカを添加
し、懸濁液となるように１０～２０ｍｉｎ撹拌し続け、前記水ガラス鋳造用硬化剤を得る
ステップとを含む、水ガラス鋳造用硬化剤の製造方法をさらに提供することである。
【００３１】
本発明によれば、前記製造方法に使用されるエステル、水、非晶質シリカまたはアルコー
ルは、いずれも前述したような本発明の第１の目的における重量配合比、質量分率および
具体的な選択に従って秤量されるものであり、ここでは説明を省略する。
【００３２】
本発明は、エステル、非晶質シリカおよび水を含む硬化剤の各成分を高速せん断により均
一に撹拌して混合することで、均一な懸濁液に調合するものである。水ガラス自硬性砂の
製造工程において、該均一な懸濁液を一括投入してもよい。これにより、粉体による汚染
を効果的に回避し、さらに操作しやすく、計量、添加しやすく、大規模の工業化生産に用
いることができ、生産効率を大きく向上させる。
【００３３】
本発明によれば、ステップ（２）における回転数が８００回転／分以上に設定され、例え
ば、９００～１０００回転／分の範囲内に適当に調整してもよく、例えば、９５０回転／
分、９５５回転／分、９６０回転／分、９６５回転／分、９７０回転／分、９８０回転／
分、９８５回転／分、９９０回転／分、１０００回転／分、および上記の数値の間の具体
値であってもよい。紙面の都合と簡明のために、本発明では前記範囲に含まれる具体値を
網羅的には列挙しない。
【００３４】
本発明によれば、前記水ガラス鋳造用硬化剤の製造方法は、例えば、
（１）まず、配合比に基づき秤量したエステルを高速撹拌機の撹拌タンク内に仕込み、撹
拌を開始するステップと、
（２）配合比に基づき秤量した水を投入し、回転数を８００回転／分以上に調節し、非晶
質シリカを添加し、均一な液体となるように１０～２０ｍｉｎ撹拌し続け、前記水ガラス
鋳造用硬化剤を得るステップと含んでもよい。
【００３５】
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さらに好ましい技術案として、前記水ガラス鋳造用硬化剤の製造方法は、例えば、
（１）まず、配合比に基づき秤量したエステルを高速撹拌機の撹拌タンク内に仕込み、撹
拌を開始するステップと、
（２）配合比に基づき秤量した水とアルコールを投入し、回転数を８００回転／分以上に
調節し、非晶質シリカを添加し、均一な液体となるように１０～２０ｍｉｎ撹拌し続け、
前記水ガラス鋳造用硬化剤を得るステップとを含んでもよい。
【００３６】
本発明によれば、水ガラス鋳造用硬化剤の製造を行う時、好ましくは、まず、エステルを
撹拌タンクに添加して撹拌してから、他の成分を添加する。該添加順序により、材料を混
合する際の粉塵汚染をより効果的に回避することができ、スラリーの均一にもさらに寄与
する。
【００３７】
本発明の第３の目的は、本発明の第１の目的における硬化剤の鋳型と中子の製造における
使用を提供することである。
【００３８】
本発明によれば、前記鋳型と中子は、好ましくは金属の鋳造に用いられ、特に鋳鉄と鋳鋼
に用いられる。
【００３９】
本発明は、鋳型と中子を製造する時、前記硬化剤の添加により、水ガラス砂の強度をより
良好に増加させ、その力学的性能を向上させることができることに加え、粉体による汚染
を効果的に回避することができ、操作しやすく、計量、添加しやすく、且つ業化生産が実
現でき、水ガラス自硬性砂の普及と応用に将来的意義を有するものである。
【００４０】
本発明の第４の目的は、９５～９８質量％の石英砂、１．８～２．５質量％の水ガラス、
および０．６～１．６質量％の液体増強剤を含む水ガラス自硬性砂を提供することであり
、前記液体増強剤は、本発明の第１の目的に係る水ガラス鋳造用硬化剤である。
【００４１】
本発明によれば、前記水ガラス自硬性砂は、９５～９８質量％の石英砂、１．８～２．５
質量％の水ガラス、および０．６～１．６質量％の液体増強剤を含み、その典型的である
が限定的ではない組み合わせとして、９６質量％の石英砂、２．５質量％の水ガラス、お
よび１．５質量％の液体増強剤を含み、或いは、９６質量％の石英砂、２．４質量％の水
ガラス、および１．６質量％の液体増強剤を含み、或いは、９７．２質量％の石英砂、２
．２質量％の水ガラス、および０．６質量％の液体増強剤を含み、或いは、９７．５質量
％の石英砂、１．８質量％の水ガラス、および０．７質量％の液体増強剤などを含む。紙
面の都合と簡明のために、本発明では前記範囲に含まれる具体値を網羅的には列挙しない
。
【発明の効果】
【００４２】
従来の技術と比べ、本発明は少なくとも以下の有益な効果を有する。
【００４３】
（１）本発明は、エステル、非晶質シリカおよび水を含む硬化剤の各成分を高速せん断に
より混合して懸濁液に調合し、さらにそれを水ガラス自硬性砂の製造に用いることで、水
ガラス鋳造用硬化剤の一括投入を実現し、粉体による汚染がなく、操作しやすく、計量、
添加しやすく、工業化生産を実現した。
【００４４】
（２）本発明は、硬化剤に非晶質シリカを添加し、特にケイ素微粉末を添加することによ
り、水ガラス砂の強度を著しく増加させることができ、且つ、成形後に長期間の貯蔵を経
ても、その強は依然として高いレベルに保持され、鋳型または中子の力学的性能を大きく
改善し、成形してから２４ｈ経た後の鋳型または中子の引張強度は０．６０５ＭＰａに達
することができる。
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【発明を実施するための形態】
【００４５】
本発明を理解しやすいために、本発明は以下の実施例を例示する。当業者であれば、前記
実施例は本発明を理解するためのものに過ぎず、本発明を具体的に限定するものではない
ことを理解すべきである。
【００４６】
実施例１：

製造プロセス：
（１）グリセロールジアセテート、エチレングリコールジアセテート、グリセロールトリ
アセテート、および炭酸プロピレンを秤量し、高速撹拌機の撹拌タンク内に添加し、撹拌
を開始し、６０ｍｉｎ撹拌した。
（２）エタノールおよび水を添加し、撹拌の回転数を９００～１１００回転／分に調整し
、ケイ素微粉末を添加し、１０ｍｉｎ撹拌し続け、水ガラス自硬性砂の液体増強剤ａ（即
ち、本発明の水ガラス鋳造用硬化剤）を得た。
【００４７】
実施例２：
（１）エタノールをメタノールに置き換える以外、実施例１における各成分に従って配合
した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００４８】
実施例３：
（１）エタノールをプロパノールに置き換える以外、実施例１における各成分に従って配
合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００４９】
実施例４：
（１）エタノールをイソプロパノールに置き換える以外、実施例１における各成分に従っ
て配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５０】
実施例５：
（１）エタノールをブタノールに置き換える以外、実施例１における各成分に従って配合
した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５１】
実施例６：
（１）エタノールをベンジルアルコールに置き換える以外、実施例１における各成分に従
って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５２】
実施例７：
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って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５３】
実施例８：
（１）エタノールをポリエチレングリコールに置き換える以外、実施例１における各成分
に従って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５４】
実施例９：
（１）エタノールを添加しない以外、実施例１における各成分に従って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００５５】
実施例１～９で製造した水ガラス自硬性砂の液体増強剤に対して安定性試験を行い、その
結果を表１に示す。
【００５６】
【表１】

【００５７】
安定性試験基準：ＪＢ／Ｔ５１０７－９１『砂型鋳造用塗料』を参照する。
【００５８】
操作ステップ：
代表的な硬化剤サンプルを１００ｍｌ標高箇所に達するように乾燥したメスシリンダーに
仕込んだ。静止状態において、異なる型番の硬化剤の検出要求の具体的な内容により５ｈ
放置し、上澄み層の面積を１ｍｌまで読み取った。
【００５９】
結果の計算：
【数１】

式中、
Ｃ―硬化剤の懸濁率、％
Ｖ―メスシリンダー内の硬化剤柱の上澄み層の面積、ｍｌ
【００６０】
表１から分かるように、実施例２～８と比べ、実施例１は有機溶剤としてエタノールを用
いると、前記硬化剤の懸濁液がさらに安定し、実施例９と比べ、実施例１～８はアルコー
ル系溶剤を添加した後、製造した液体増強剤が懸濁液を形成することができ、且つ強い安
定性を有する。
【００６１】
実施例１０：
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製造プロセス：
（１）グリセロールジアセテート、エチレングリコールジアセテート、グリセロールトリ
アセテート、炭酸プロピレンを秤量し、高速撹拌機の撹拌タンク内に添加し、撹拌を開始
し、６０ｍｉｎ撹拌した。
（２）エタノールおよび水を添加し、撹拌の回転数を９００～１１００回転／分に調整し
、ケイ素微粉末を添加し、１０ｍｉｎ撹拌し続け、水ガラス自硬性砂の液体増強剤ｂ（即
ち、本発明の水ガラス鋳造用硬化剤）を得た。
【００６２】
実施例１１：
（１）以下の質量に従ってエステル成分の添加量を調整する以外、実施例１０における各
成分に従って配合した。

（２）製造プロセスは実施例１０と同じであり、水ガラス自硬性砂の液体増強剤ｃ（即ち
、本発明の水ガラス鋳造用硬化剤）を得た。
【００６３】
実施例１、実施例１０～実施例１１により得た水ガラス自硬性砂の液体増強剤を水ガラス
自硬性砂の製造に用い、具体的な操作は以下の通りである。
【００６４】
大林標準砂（中国通遼市大林型砂有限公司製）を１０００ｇ秤量し、ベーン式実験室用サ
ンドミルに仕込み、８．６４ｇの水ガラス自硬性砂の液体増強剤を添加し、１ｍｉｎ撹拌
し、２０ｇの水ガラスＳＱ－１を添加し、１ｍｉｎ撹拌し、砂を吐出し、標準の「８」字
形の試験片を作製し、１ｈ、４ｈおよび２４ｈの引張強度を検出し、その結果を表２に示
す。
【００６５】
比較例１：
（１）ケイ素微粉末、エタノールおよび水を添加しない以外、実施例１における各成分に
従って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１と同じである。
【００６６】
比較例２：
（１）ケイ素微粉末、エタノールおよび水を添加しない以外、実施例１０における各成分
に従って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１０と同じである。
【００６７】
比較例３：
（１）ケイ素微粉末、エタノールおよび水を添加しない以外、実施例１１における各成分
に従って配合した。
（２）製造プロセスは実施例１１と同じである。
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【００６８】
上記の比較例１～３で得た有機エステルを水ガラス自硬性砂の製造に用い、具体的な操作
は以下の通りである。
【００６９】
大林標準砂（中国通遼市大林型砂有限公司製）を１０００ｇ秤量し、ベーン式実験室用サ
ンドミルに仕込み、７．５ｇの有機エステルＳＧ－２５を添加し、１ｍｉｎ撹拌し、３０
ｇの水ガラスＳＱ－１を添加し、１ｍｉｎ撹拌し、砂を吐出し、標準の「８」字形の試験
片を作製し、１ｈ、４ｈおよび２４ｈの引張強度を検出し、標準ＧＢ－２６８４を実行し
、その結果を表２に示す。
【００７０】
【表２】

【００７１】
実施例１、実施例１０～実施例１１をそれぞれ比較例１～比較例３と比較することにより
分かるように、実施例１、１０～１１において、有機エステル成分にケイ素微粉末を添加
することにより、調合した水ガラス自硬性砂の液体増強剤で製造した水ガラス自硬性砂は
、引張強度が著しく改善され、成形してから１ｈ経ると、水ガラス自硬性砂の強度が著し
く増加でき、成形後に長期間の貯蔵を経ても、製造した水ガラス自硬性砂の強度が依然と
して高いレベルに保持するため、鋳型または中子の力学的性能を大きく改善する。
【００７２】
実施例１２：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７３】
実施例１３：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７４】
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実施例１４：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７５】
実施例１５：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７６】
実施例１６：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７７】
実施例１７：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７８】
実施例１８：

製造プロセスは実施例１と同じである。
【００７９】
実施例１２～実施例１８により得た水ガラス自硬性砂の液体増強剤を水ガラス自硬性砂の
製造に用い、具体的な操作は以下の通りである。
【００８０】
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大林標準砂（中国通遼市大林型砂有限公司製）を１０００ｇ秤量し、ベーン式実験室用サ
ンドミルに仕込み、８．６４ｇの水ガラス自硬性砂の液体増強剤を添加し、１ｍｉｎ撹拌
し、２０ｇの水ガラスＳＱ－１を添加し、１ｍｉｎ撹拌し、砂を吐出し、標準の「８」字
形の試験片を作製し、１ｈ、４ｈおよび２４ｈの引張強度を検出した。検出により、調合
した水ガラス自硬性砂の液体増強剤で製造した水ガラス自硬性砂は、成形してから１ｈ経
ると、水ガラス自硬性砂の強度が著しく増加でき、その引張強度が０．３９５～０．４０
８の間となり、成形後に長期間の貯蔵を経ても、製造した水ガラス自硬性砂の強度は依然
として高いレベルに保持され、成形してから２４ｈになると、その引張強度は０．５８６
～０．６０５の間に達すことができ、鋳型または中子の力学的性能を大きく改善した。
【００８１】
また、本発明は、エステル、非晶質シリカ、および水を含む硬化剤の各成分を高速せん断
により混合してスラリーに調合し、さらにそれを水ガラス自硬性砂の製造に用いることに
より、水ガラス鋳造用硬化剤の一括投入を実現し、粉体による汚染がなく、操作しやすく
、計量、添加しやすく、工業化生産を実現する。
【００８２】
本発明は、上記の実施例により本発明の詳細なプロセス設備とプロセスフローを説明した
が、本発明は上記の詳細なプロセス設備とプロセスフローに限定されず、即ち、本発明は
必ずしも上記の詳細なプロセス設備とプロセスフローに依存しなければ実施できないこと
意味するわけではないことを出願人より声明する。当業者であれば、本発明に対するいか
なる改良、本発明の製品の各原料に対する均等置換および補助成分の添加、具体的な形態
の選択などが、いずれも本発明の保護範囲と公開範囲内に含まれることは明らかである。
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