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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却用気体と霧状の冷却用液体とを含んで成る冷却媒体を流通させる冷却通路を備えた
成形用金型の冷却方法であって、
　前記冷却用気体を、酸素濃度を低減した空気とし、
　該冷却用気体を前記冷却通路に流通させることを特徴とする、成形用金型の冷却方法。
【請求項２】
　冷却媒体を流通させる冷却通路を備えた成形用金型の冷却方法であって、
　前記冷却通路への前記冷却媒体の供給経路に、空圧源と、酸素分離手段と、霧化手段と
を備え、
　前記空圧源にて空気を供給経路に取り込んで圧送し、
　前記酸素分離手段にて、圧送されてくる空気から酸素を分離して該空気の酸素濃度を低
減し、
　前記霧化手段にて、酸素濃度を低減した空気に冷却用液体を噴霧して、前記冷却通路に
流入させることを特徴とする、成形用金型の冷却方法。
【請求項３】
　前記酸素分離手段にて空気から分離された酸素を、前記冷却通路を通じたのち排出され
る冷却媒体に還元することを特徴とする、請求項２に記載の成形用金型の冷却方法。
【請求項４】
　前記冷却通路内の強制排気手段を更に備え、
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　該強制排気手段にて、冷却通路内の冷却媒体を強制的に排出させることを特徴とする、
請求項２又は請求項３に記載の成形用金型の冷却方法。
【請求項５】
　冷却媒体を流通させる冷却通路を備えた成形用金型の冷却システムであって、
　前記冷却媒体の供給経路に、空気を取り込んで圧送する空圧源と、圧送されてくる空気
から酸素を分離除去して該空気の酸素濃度を低減する酸素分離手段と、酸素濃度を低減し
た空気に冷却用液体を噴霧する霧化手段とを備えることを特徴とする、成形用金型の冷却
システム。
【請求項６】
　前記冷却通路から排出された冷却媒体に、酸素分離手段にて空気から分離された酸素を
還元するための酸素還元経路を、冷却通路の排気経路に備えることを特徴とする、請求項
５に記載の成形用金型の冷却システム。
【請求項７】
　前記冷却通路内の冷却媒体を強制的に排出させる強制排気手段を、更に備えることを特
徴とする、請求項５又は請求項６に記載の成形用金型の冷却システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成形用金型を冷却するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、成形用金型に設けられた冷却通路に、冷却媒体として霧状の冷却用液体を圧縮空
気とともに供給して金型を冷却する金型冷却技術が知られている（特許文献１、参照）。
この金型冷却技術では、霧状の冷却用液体と空気とを含む冷却媒体が冷却通路へ送風され
ることとなり、この送風と冷却用液体の気化熱とにより、冷却媒体は周囲から熱を奪いな
がら冷却通路を通過し、金型が冷却される。
　また、前記金型冷却技術において、冷却通路に供給する霧状の冷却用液体の流量を調整
して、冷却の程度を調整する技術も知られている（特許文献２、参照）。
【０００３】
　上記金型冷却技術において、成形用金型の冷却通路を通過して排出される気体には、多
量の蒸気が含まれる。この蒸気がそのまま金型近傍に放出されることで、工場内湿度が上
昇して作業環境が悪化し、さらに、鋳造の場合には溶湯品質が低下するという不具合が生
じる。
【０００４】
　また、成形用金型の冷却通路に供給される霧状の冷却用液体は、冷却通路に流入すれば
急激に蒸発して体積膨張し、冷却通路の背圧が一気に増大する。この背圧により、冷却用
液体の沸点が高くなって冷却媒体の一部が液化したり、また、冷却媒体の流れに乱れが生
じたりして、冷却が均等に進行しないという不具合が生じる。
【０００５】
　さらに、霧状の冷却用液体と空気とを含む冷却媒体が供給される冷却通路内は高温であ
るので、空気と冷却通路内壁の鉄とが水分が存在する状態で反応して、金型を劣化させる
錆や、冷却効率を低下させるスケール等が生じるという不具合がある。そこで、成形用金
型の冷却通路内壁の防錆を図って、該冷却通路を循環する冷却用液体の溶存酸素を除去す
る技術が知られている（特許文献３、参照）。しかし、冷却通路に霧状の冷却用液体を圧
縮空気とともに供給する場合には、冷却用液体中の溶存酸素よりも空気中の酸素と冷却通
路内壁の鉄とが反応して錆が生じるため、冷却用液体中の溶存酸素を除くだけでは、防錆
を図ることは困難である。
【特許文献１】特開昭６３－２９９８４８号公報
【特許文献２】特開平１１－１７０２５７号公報
【特許文献３】特開平１０－１０９０９２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記に鑑み、本発明では、冷却用気体と霧状の冷却用液体とを含んで成る冷却媒体を流
通させる冷却通路を備えた成形用金型において、該成形用金型に設けられた冷却通路に供
給される冷却媒体の蒸発に起因する背圧の増大を抑制して冷却促進を図るとともに、冷却
通路を流通する冷却媒体による錆やスケールの発生の防止を図るための技術を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００８】
　即ち、請求項１においては、冷却用気体と霧状の冷却用液体とを含んで成る冷却媒体を
流通させる冷却通路を備えた成形用金型の冷却方法であって、前記冷却用気体を、酸素濃
度を低減した空気とし、該冷却用気体を前記冷却通路に流通させるものである。
【０００９】
　請求項２においては、冷却媒体を流通させる冷却通路を備えた成形用金型の冷却方法で
あって、前記冷却通路への前記冷却媒体の供給経路に、空圧源と、酸素分離手段と、霧化
手段とを備え、前記空圧源にて空気を供給経路に取り込んで圧送し、前記酸素分離手段に
て、圧送されてくる空気から酸素を分離して該空気の酸素濃度を低減し、前記霧化手段に
て、酸素濃度を低減した空気に冷却用液体を噴霧して、前記冷却通路に流入させるもので
ある。
【００１０】
　請求項３においては、前記酸素分離手段にて空気から分離された酸素を、前記冷却通路
を通じたのち排出される冷却媒体に還元するものである。
【００１１】
　請求項４においては、前記冷却通路内の強制排気手段を更に備え、該強制排気手段にて
、冷却通路内の冷却媒体を強制的に排出させるものである。
【００１２】
　請求項５においては、冷却媒体を流通させる冷却通路を備えた成形用金型の冷却システ
ムであって、前記冷却媒体の供給経路に、空気を取り込んで圧送する空圧源と、圧送され
てくる空気から酸素を分離除去して該空気の酸素濃度を低減する酸素分離手段と、酸素濃
度を低減した空気に冷却用液体を噴霧する霧化手段とを備えるものである。
【００１３】
　請求項６においては、前記冷却通路から排出された冷却媒体に、酸素分離手段にて空気
から分離された酸素を還元するための酸素還元経路を、冷却通路の排気経路に備えるもの
である。
【００１４】
　請求項７においては、前記冷却通路内の冷却媒体を強制的に排出させる強制排気手段を
、更に備えるものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１６】
　本発明によれば、冷却用気体と霧状の冷却用液体とを含んで成る冷却媒体を流通させる
冷却通路を備えた成形用金型において、前記冷却用気体中の酸素が除去された冷却媒体が
冷却通路に供給されるので、該冷却通路内壁の錆やスケールの発生を抑止することができ
る。
　また、冷却用気体と霧状の冷却用液体とを含んで成る冷却媒体を流通させる冷却通路を
備えた成形用金型において、冷却通路内の冷却媒体を強制的に排出させるので、冷却用流
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体の蒸発による背圧の増大を抑制して、冷却用液体の蒸発作用の低下を抑制し、該冷却通
路を通過する冷却媒体を整流するとともに冷却促進を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、発明の実施の形態を説明する。
　図１は本発明の実施例に係る冷却システムを備えた成形用金型の構成を示す図である。
【００１８】
　図１に示すように、本発明の実施例に係る冷却システムを備えた成形用金型１９には、
冷却媒体を導通させて該成形用金型１９を冷却するための冷却通路２０が設けられる。
　前記冷却通路２０に導通される冷却媒体には、冷却用気体と、霧状の冷却用液体（以下
、『霧化水』と記載する）とが含まれる。
　前記冷却用気体は、酸素濃度を低減した空気、つまり、空気から酸素を分離除去した気
体であり、また、前記霧化水は、少なくとも冷却通路２０に導入される時点で霧状の純水
である。
【００１９】
　前記冷却媒体の成形用金型１９への供給経路は、液体側供給経路１１と気体側供給経路
１８とで構成される。
【００２０】
　前記液体側供給経路１１には、冷却用液体としての純水を貯溜する水タンク１０と、水
タンク１０内の冷却用液体を吸引し、霧（ミスト）状にして噴出する霧化手段１４とが、
備えられる。
　前記霧化手段１４は、例えば、噴霧ノズル１４ｂと、水タンク１０内の冷却用液体を吸
引して噴霧ノズル１４ｂへ圧送するポンプ１４ａとで構成される。但し、霧化手段１４の
構成は上記に限定されるものではなく、水タンク１０の冷却用液体を吸引して噴霧する機
能を備えるものであれば構わない。
【００２１】
　また、前記霧化手段１４には、噴霧ノズル１４ｂからの霧化水の噴出量を調整する制御
手段２５が備えられる。
　前記制御手段２５にて、霧化水の噴出量を調整することで、冷却媒体に含まれる霧化水
の量が調整される。冷却媒体に含まれる霧化水の量を適宜コントロールすることで、成形
用金型１９の温度コントロールを自在に可変とすることができる。
【００２２】
　なお、前記液体側供給経路１１には、霧化手段１４に流入する前の冷却用液体に、防錆
剤や洗浄剤などの薬剤を混入させる薬剤供給手段１３を備えることができる。前記薬剤供
給手段１３は、例えば、液状の薬剤を所定量ずつ冷却用液体に供給する機能を備える滴下
装置などが採用される。この薬剤供給手段１３の使用方法については、後述する。
【００２３】
　前記気体側供給経路１８には、周囲から取り込んだ空気に圧を掛けて送出する空圧源１
５と、該空圧源１５から圧送される空気に含まれる塵等の異物を除去するためのフィルタ
１６と、該空圧源１５から圧送される空気に含まれる酸素を分離して除去することにて該
空気の酸素濃度を低減する酸素分離手段１７とが備えられる。
　前記空圧源１５として、例えばエアコンプレッサ等の、取り込んだ空気を圧縮して高圧
にした状態で送り出す機能を備える装置を採用することができる。
　また、前記酸素分離手段１７として、空気中にある酸素とそれ以外の物質を分離させる
酸素分離膜を採用することができる。酸素分離膜としては、多孔質支持膜に酸素（酸素イ
オン）しか透過しない薄膜を形成したものなど、既存の酸素分離膜を採用することができ
る。
【００２４】
　前記気体側供給経路１８を通じて供給される冷却用気体に、前記液体側供給経路１１を
通じて供給される霧化水が噴出され、冷却用気体と霧化水とが混合される。このように、
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冷却用気体と霧化水（霧状の冷却用液体）とで成る冷却媒体が、冷却通路２０に流入され
る。
【００２５】
　上記冷却媒体を構成する冷却用気体は、酸素を分離除去することにて酸素濃度を低減し
た空気であり、酸素が殆ど存在しない。従って、冷却通路２０に冷却媒体が供給されても
、該冷却通路２０の内壁の鉄が酸化したり、同じく内壁にスケールが生成したりせず、錆
やスケールの発生を抑止することができる。
　また、仮に酸化されたとしても、酸素濃度が低い環境下で酸化反応が起こるため、緻密
な酸化皮膜（例えば、Ｆｅ３Ｏ４）が形性されやすく、防錆効果の向上が期待できる。
【００２６】
　前記成形用金型１９の冷却通路２０を流通したあとの冷却媒体は、排気系路２１を通じ
て外部へ排出される。前記排気系路２１には、冷却通路２０内の冷却媒体を強制的に排出
させるための強制排気手段２２が備えられる。
　前記強制排気手段２２として、例えば、ダイヤフラムポンプ等の排気ポンプや真空ポン
プ、送風機等を採用することができる。
【００２７】
　上記のように強制排気手段２２を備えて冷却通路２０の冷却媒体を強制的に排出させる
ことで、冷却媒体が冷却通路２０に流入したときの背圧の増大を抑制し、冷却通路２０で
の冷却用液体の蒸発作用の低下を抑制して、冷却能力の維持を図ることができる。さらに
、冷却通路２０に、排気系路２１へ向かう冷却媒体の強制的な流れを形成して、該冷却媒
体を整流して、冷却促進を図ることができる。
【００２８】
　また、冷却通路２０から排出される冷却媒体には多量の水蒸気が含まれるが、該水蒸気
は強制排気手段２２を通過するうちに液化し、該強制排気手段２２のドレン２３を通じて
外部へ排出される。つまり、冷却通路２０からそのまま水蒸気が外部へ放出されないため
、工場内湿度の上昇による作業環境の悪化や、溶湯品質の低下を防止することができる。
【００２９】
　そして、前記強制排気手段２２から放出される気体は、排気管２４を通じてノズルから
成形用金型１９に向けて噴出され、該成形用金型１９の乾燥に用いられる。前記排気管２
４には、前記気体側供給経路１８に備えられた酸素分離手段１７にて空気から分離された
酸素を、冷却通路２０から排出された冷却媒体に還元するための酸素還元経路１７ａが接
続される。
　これにより、強制排気手段２２から排気管２４に流入する気体（冷却媒体）は酸素が欠
乏しているが、該排気管２４から外部へ噴出される気体は、酸素が添加されて酸欠状態が
解消されるので、工場内が酸欠状態となることを防止できる。
【００３０】
　続いて、前記薬剤供給手段１３の使用方法について説明する。
　前記薬剤供給手段１３は、成形用金型１９のメンテナンス作業の一環として、該成形用
金型１９の冷却通路２０の内壁の防錆処理及び洗浄処理のために利用する。
　薬剤供給手段１３にて、所定量の防錆剤若しくは洗浄剤又はこれら両方の薬剤が、霧化
手段１４に吸引される冷却用液体に投入される。
　前記洗浄剤として、例えばキレート剤を採用することができる。また、前記防錆剤とし
て、例えば脂肪酸を採用することができる。なお、薬剤が混入した冷却用液体は、成形用
金型１９を構成する亜鉛や銅等を溶出させないために、ｐＨ６．０～９．５とすることが
望ましい。
【００３１】
　薬剤が混入した冷却用液体は霧化手段１４の噴霧ノズル１４ｂより霧化水として、空圧
源１５からフィルタ１６及び酸素分離手段１７を通じて圧送されてくる冷却用気体に対し
て噴出され、該気体の流れに乗って成形用金型１９の冷却通路２０内に供給される。これ
により、成形用金型１９の冷却通路２０には、防錆剤若しくは洗浄剤又はこれら両方の薬



(6) JP 4475260 B2 2010.6.9

10

剤が供給され、該冷却通路２０の内壁の防錆処理若しくは洗浄処理又はこれら両方の処理
が行われることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施例に係る冷却システムを備えた成形用金型の構成を示す図。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　水タンク
　１３　薬剤供給手段
　１４　霧化手段
　１５　空圧源
　１７　酸素分離手段
　１７ａ　酸素還元経路
　１９　成形用金型
　２０　冷却通路
　２２　強制排気手段
　２３　ドレン
　２４　排気管

【図１】
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