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「高付加価値鋳鋼品の歩留り最適化」

要約
鋳鋼部品の生産に於いては、マンガン鋼からニッケル合金鋼に
至る全ての材質について、極めて複雑で多くの厳 しい条件を伴
うものの、進歩・改良の可能性が数多く潜在している。それらの可
能性の内、本稿は、鋳造品の製品収率、即ち、製品重量と鋳込み
溶湯重量の比率と定義される歩留り(製品重量／鋳込み重量＝
歩留り)の最適化に専ら焦点を当てて論じるものである。
鋳鋼品の生産に携わるほとんどの企業は、程度の差はあれ、現在
市場で入手できる鋳造プロセスのシミュレーシ ョン・ソフトウェ
アを使用している。鋳鋼品産業の中核的部分は、多品種少量生産
あるいは小ロット生産の企業 から成っているが、前述のシミュレ
ーション・ソフトは、
これらの鋳造メーカーが、それが現有のパタ
ーンであ っても、主として歩留りの向上に焦点を当てて押湯方案
の「伝統的な設計基準」を最適化するための検討を行う上で、失
敗するリスクが低く、かつ低コストな手段として活用できる。
本稿は、製造コストに直接的かつ重大な影響を及ぼす歩留まり
の向上に特別の関心が向けられる現在の鋳鋼品生産現場にお
いて用いられている数多くの押湯方案をつぶさに検討して得た
成果を紹介する。
この成果は、鋳込み金属（液相冶金学および凝固）、最新の押湯
方案（発熱中子、発熱パッド、およびASK ケミ カルズが特許を保
有するExactcast TM ミニライザー）、非常に先進的な押湯の概念（
モジュラス、押湯容量の極小化、および押湯有効距離）を考慮に
入れた複層的かつ変動的な諸要素を検討対象として得られたも
のである。
工業的ステージの実験は、ASK Chemicals および数社の鋳造工
場、特に、X 線制御機器用鋳鋼部品で60%超の歩留まりを誇る
FONDESAL 社において実施した。
本稿は、
「スーパーアロイ」
と名づけられた研究開発プロジェクト
が基となっており、主要な研究成果は既に公表され、新規な押湯
設計と組成についてはこれを広く提案し、近い将来に出てくるで
あろう押湯方案に関するニ ュースも公表されるべきものとなっ
ている。

序論
鋼や複合合金の鋳造技術はそれぞれ多くの特殊性を持っている
が、その特殊性が、特に他の鋳造金属と比べ、製品重量/鋳込み
重量の歩留りと生産性の点で進歩を制約してきた。

鋳鋼品の特殊物性を研究する場合、押湯方案と冶金学的考察に
特段の注意を向けなければならない。何故なら、重要な改善の
機会はこれら2 点の周辺に存在するものであるからである。たと
えば、押湯サイズが小さくなると、熱励起も減少する結果、周辺
部位の冶金学的特性が著しく改善される。
実際の製造場面では、前述の歩留りが40%にも満たないケース
が多数見られることからしても、歩留りは研究すべき重要課題で
ある。
（図1）

図1 歩留り改善例

このような一般的省察が基となって、
スーパーアロイ・プロジェク
トは構築され発足することとなった。従来的な方案の考え方につ
いて、モジュラス、押湯体積および有効押湯距離の各基準に焦点
を当てつつ再吟味を行った。
本稿は、手近な一連の状況がそろっており改善の余地が大きい
鋳鋼品の製造に的を絞っている。
しかし、製品/ 鋳込み重量の歩
留りを改善するためのどのような作業を行うにも、鋳鋼品に要求
される非常に詳細な品質要件お よび、往々にして小さく、場合に
よっては統一的な製造ロットサイズが、
「良品を造ること」が鋳造
工場にとっ ては第一の関心事であるが故に、進行の障害となっ
てきた。
高度な技術的要求を伴うニッチ用途向けの製造活動の場合、鋳
造工場はシミュレーション・ソフトを使って方案 の有効性を確認
することができ、あまり従来的な方案にとらわれることなく進むこ
とができる。
次項では、新しい計算基準のいくつかを提示し考察する。
ここで
は、保温/発熱挙動と押湯形状のバランスが取れた先進的な新開
発押湯方案に注目する。
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実験の方法

シミュレーション・ソフト

本研究の実験室ステージの研究作業は、典型的な鋳鋼工場で用 「スーパーアロイ」
プロジェクトの過程では、
「単品の鋳造品であ
いられている計算と方案設計の方法を比較検討することから始
っても、それが量産品のうちの1 個であるがごとく取り扱うもの
まり、異なる材質（低ないし中炭素鋼、マンガン鋼、
ステンレス鋼） とする」
という考えの下、新規な設計コンセプトを採用した。
この
、各種サイズ（小：25kg 以下、中：25～150kg、大：150～4,000kg）
予備的な取り組み姿勢は、シミュレーション・ソフトを必須手段と
およびバッチサイズ（単品生産品から量産品まで）が全て記録さ
し、重要な設計上の新規性を導き出すことになる。
れた変動的検討基盤を得た。
製品の健全性（引け巣がないこと）を、実験室段階においても工
全てのケースにおいて、問題を検討する上で共通する以下の形
業的段階においても最重要点であると見做すこ ととした。
態が認められた。
全ての実験について、従来設計方法を対照して後補正を行った。
•• 押湯設計には十分な配慮がなされている。
全ての実験に係るシミュレーションによる押湯計算の有効化に
•• 注湯方案の設計には注意が向けられておらず、注湯方法（堰
ついては、いくつかのモジュラス値を使って欠陥発生の予測計算
鉢方式または直注ぎ）についてのみ記載されている。
を行った。
（図2）
実験室ステージでは、歩留りの極大化を念頭に置いて、前記押湯
計算方法の最適化の検討を行った。工業的適用の実験に至る前
に、押湯部材の原料成分の熱物理学的特性をインプットしたシミ
ュレーション・ソフトを用いて前記計算結果の検証を行った。
既に述べたとおり、本研究の取り組みは全て、モジュラスの基準
を適用して押湯方案を再設計するということに専ら焦点を当て
て行ったものである。

設計の基準
押湯方案を構築する場合、いくつかの要素を考慮に入れるが、中
でも特に重要なことが、収縮率、押湯の有効距離、押湯の体積お
よびモジュラスである。
これらの変動要素は、最新のソフトによるシミュレーションを通し
て、計算が著しく簡略化され信頼できるようにバランスをとらな
ければならない。
こうして、2 つの優先検討課題を収縮率ならびにモジュラスの領
域とする方針を固めた。
収縮率：使
 用する凝固モデルは3 態とした。先ず、主として溶融合
金の過熱に依存する液相収縮、次に合金の凝固範囲に
依存する凝固収縮、そして固相収縮である。押湯系が影
響を及ぼし得るのは最初の2 態であり、3 番目の凝固形
態は、合金の物理的挙動によるものであり、それを有意
に変えることはできない。
モジュラス：モジュラスは方案設計上のキーポイントの1 つであ
り、
よって、製品部、押湯系の双方とも安全係数を約
25％（押湯系M＞製品部M）
として検討を行った。

図2 シミュレーションによる引け巣発生予測
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試験した製品（試験片）

工程変動の検討

工業的製品の場合に付帯する現象のインパクトを最小限に抑える
ために、設計変更を行う時は、
どのような変更 であっても、事前に
当該変更に対応する試料の作成を行った。使用した試料は、一辺
が200mm、形状モジュラス 3.33cm の角柱状ブロックとした。
（図3）

本報告の根幹は歩留りの最適化であり、
よって、引けに影響を及
ぼす工程変動の見極めと評価を行った。その内、最も重要なも
のを選択し、引けに対する影響を評価した。
（図5）最も関連性が
大きい工程変動要素は以下のとおりであった。

各試験片の押湯は、検討対象であるスリーブが装着され、試験結
果は全て典型的収縮モデルを対照として分析し た。

•• 凝固速度
•• 発熱断熱押湯スリーブおよび押湯系の設計
•• 溶湯の過熱

試験片の健全性と引けの量を評価するために、全ての試験片に
ついて破壊、非破壊の両手法を採用した。

図5 最も重要な工程変動要素
図3 試験片と押湯（製品M=3.33cm）

工業的ステージに於け
る試験
有効化が確認された全ての計算結果は、工業的に試験され（図4）、
健全性と製品/鋳込み重量の歩留りが調べられた。
予備的検討段階では、製品の健全性の確認が第一要件であった
ので、不要なリスクを回避するため溶解、注湯試験は行っていな
かった。

結果と考察
この研究開発プロジェクトの枠組みの中で開発された押湯方案
と使用した押湯計算の有効化確認手段は、検討対象とした合金
の引け形態に影響を及ぼす複数の要素を考慮に入れたもので
ある。
ここで、キーポイントとして
「凝固速度」に言及することが必
要となる。
工業的見地に立てば、液相から固相に至る間隔は個々の合金に
特有の物性であり、その挙動を人為的に変えるこ とはできないと
考えられる。
シミュレーションソフトを用いて行った分析の結果は、凝固速度
が増すと液相/固相の間隔に係る引けが減少する ことを示した。
この挙動を実験によって検証するため、試験片による試験を計画
し実行した。前記と同じ鋳型および押湯方案を用い、モジュラス
が各々5.7、4.2、3.9 のミニライザーKMV 1650、KMV 780、KMV 590
を装着して造型した。その内1 個は底部にチラーをつけ、他の2
個はチラー無しとした。
この状態で、1 個の取鍋から各鋳型に注
湯し、冷却後、引け巣の評価を行った。

図4 方案の構成要素
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一次および二次収縮に係わる引け巣欠陥は、チラーなしの試験
片の方が大きいことが検証された。チラーを使う ことによる凝固
スピードの増加がモジュラスを変化させることは明らかである
が、同時にそれは収縮形態を変え るものでもある。
（図6）

保温および発熱能力
押湯性能最適化の方策は、押湯系自体の保温能力と発熱特性に
基づくものとした。工業的ステージの実験に先立 ち、保温・発熱
配合の1 個1 個を測定、評価した。
（図8）
評価にはETNA 法（ASK Chemicals が開発した専用評価法）を採
用したが、
これによって各配合の保温性と発熱挙動に対する影響
要素を同定することが可能となった。
ETNA 試験を実施した後（図9）、保温・発熱スリーブの発熱量のみを
変化させて、試験片を2 個一組として鋳込 んだ。その結果は、発熱
量が増加すると押湯の所要体積は減少するというものであった。

図6 ここに示す3 例とも引け巣は無かった。試験片1 はチラー有り、2 と3 はチラーなし。

スリーブ

図8 異なる保温・発熱材処方による収縮形態の変化

新開発の発熱断熱スリーブと押湯方案は、その保温・発熱能力、
形状および成分をバランスよく組み合わせたものである。その
熱的性能を最適化する目的で、
スリーブ・押湯系の応答性に作用
する主要な変動要素に、保温・発熱特性を強化するよう修正を加
えた。

スリーブの原料
保温・発熱挙動を最適化するために、様々な原料が取り入れられ
た。その原料処方としては、
アルミノケイ酸塩系マイクロスフィア
（微小中空球体）
（図7）
を保温材として用い、
これに発熱材をコー
ルドボックス法によって結合させたものである。

図9‐1 ETNA 法試験による2 種類の配合処方の保温・発熱挙動評価(1)

図9‐2 ETNA 法試験による2 種類の配合処方の保温・発熱挙動評価(2)

図7 マイクロスフィアの固着メカニズムの詳細
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保温・発熱材形状／
収縮形態
適用対象に応じて、3 種類の基本的形状設計を採用し、
これを出
発点とした。
•• 発熱断熱スリーブ：その特性により、従来型のスリーブと比較
して所要溶湯量は少なく、モジュラスが一定に保たれるもの
と考えられる。
•• パッド材：各適用対象に対する被験パッド材の形状適応性
は、金属製パッドの除去を容易にし、あるいは押湯有効距離
を長くすることによりチラーの使用を不要にする。
•• 堰鉢用スリーブ：押湯による影響を受ける部分を保温・発熱
材の混合物で被覆することにより、周辺部分の熱応答性が改
善できた。
以上のように、開発した押湯方案と形状は、押湯有効半径と押湯
有効距離を増加させる可能性が、保温・発熱材混合物の熱応答
性に付加されることになり、著しい有益性が認められた。
（図10）

図11 マンガン鋼鋳鋼品：従来の押湯（最も左）
とミニライザー（中央と右）の挙動

溶湯の過熱
合金の過熱温度の定義に適用する基準は非常に主観的なもので
あり、収縮におけるその影響が考慮されることはめったに無い。
一般的には、過熱温度が上昇すると、収縮傾向も増加する、
とい
うように表現されている。
（図12）
発熱断熱ミニライザーの熱応答性を最適にした場合、過熱温度
上昇100℃あたりの体積増加分を基準値として使 用した。
この値
は概ね1%に相当する。

図10「スーパーアロイ・プロジェクト」
で試験したスリーブの形状と配合処方

被験材料
異なる鉄ベースの合金の挙動を検討した結果、被験合金の全て
が単一の応答形態を示すものではないことが明らかとなった。
こ
こで得られた情報は、低および中合金鋼、異なる物性を持つステ
ンレス鋼、およびマンガン鋼に関するものである。
合金の化学的性質、固相および液相温度、凝固範囲（狭範囲、広
範囲合金）、および固相率の関係性の検討を行 った。
押湯能力およびシミュレーション結果の有効性の観点から、固相
率（固相対液相の比率で表される）は、合金の凝固範囲に関係し
ており、凝固範囲が増加するほど押湯系は「より効果的に働くこ
と」が分かった。
（図11）

図12 3 段階の収縮モデル
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冶金学的な考察
歩留りの最適化に伴う生産性向上と原価低減効果は、実験ステ
ージに於ける異なる性状の溶湯が発揮した一連の冶金学的改善
を鑑みると、副次的であるとさえいえる。それらの効果のうち特筆
に価するものが下記のとおりで ある。
•• 鋳型の熱慣性が低いということは、局部的な熱負荷が低いこ
とを意味し、鋳造欠陥（亀裂、偏析等）の発生防止手段となる。
•• より望ましいミクロ組織を呈し、結晶の成長を最小限に留める。
•• 鋼屑の投入が減り、原料の回転が向上する。溶解炉へのイン
ゴット投入量が増え、溶湯品質が直接的に向上する。
•• 再利用ができない自家製スクラップ（汚染した押湯）による材
料のロスが減少する。
•• 押湯の断面が小さくなり、場合によっては、押湯切断のための
焼きなまし、焼き戻しを省き、製品に割れが生じるリスクを回
避できる。

図13 歩留り最適化の例（ステンレス・スチール）

工業的な試作
新しい押湯方案の工業的有効性の実証と、
「スーパーアロイ・プ
ロジェクト」
で達成した競合上の優位性を体現する実製品の典型
見本を造ることを目的として、実際の鋳造現場でいくつかの工業
的実験を実施した。
従来的な押湯方案と新開発の方案を比較し、歩留りの点で直接
的な改善が明白になっていたので、溶湯の準備は 至極単純なも
のとなった。
工業化ステージの検討は、異なる顧客分野向けの製品を使って
実施した。その結果、全ての実験が合格であると 認めるに必須の
条件、即ち製品内部の良好な健全性の確証を得た。
各工業化評価実験を行う前に、その有効性の事前確認評価を行
った。
これには、新しいスリーブの配合を熱物理学的に評価し、そ
の結果を計算式のインプットデータとした。
下の図は前記実験のいくつかの例を示すものであるが、本プロ
ジェクトで得た知見を適用して達成できた歩留り 改善が明らか
に認められる。
（図13、14）

図14 歩留りが58%（写真下）から76%（同上）に改善し、
さらに鋳仕上げ時間の短縮
も図られた（炭素鋼）
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結論
現在利用可能なシミュレーションソフトは、新しい保温・発熱材
の配合を熱力学的に適正に評価できれば、たと え1 個取りの製
品といえども、常に歩留り最適化基準を満たした鋳造が可能で
ある。
どのような鋳鋼品の押湯であっても、発熱断熱ミニライザー、パ
ッド、および堰鉢用スリーブを組み込むことが できる。
適正な方案作成基準に従って、鋳造工程に厳密に適用すること
が前提ではあるが、60%を超える製品／鋳込み重量歩留りが達
成できた。歩留り改善を諦めることは、重要な競争上の優位性を
見逃すことになる。
引け巣の無い、健全な製品を歩留り良く生産するためには、溶湯
の過熱、押湯系の保温・発熱能力、ならびに鋳型の冷却能の間に
適正な相互関係が無ければならない。
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