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　まえがき

　鋳造は，鋳鉄，鋳鋼，ステンレス鋼，非鉄金属など多種
材質の複雑形状部品を安価に，エネルギー効率よく製造
できる技術である。また，鋳物の大きさ，寸法精度，生産
ロットなどに応じて，重力砂型鋳造，ロストワックス，ダ

イカストなど幅広い鋳造プロセスを適用でき，富士電機で

はさまざまな鋳物部品を扱っている。

　鋳造技術の中で，特にダイカストでは溶湯（溶けた金
属）の充てんから凝固までが瞬時に完了するので，湯流れ

や凝固の状態を予測することは困難である。このため金型
製作や鋳造方案の策定は熟練者の経験により試行錯誤的に

行われており，品質のよい製品の開発に多大な時間を要す

る場合がある。また，国内の鋳造メーカーでは熟練者の高
齢化や後継者不足が危惧（きぐ）されている。

　この問題の解決には，製品開発段階で製造性を考慮した

製品設計の検討と，試行錯誤的でなく科学的裏付けのあ

る設計や鋳造方案の策定が可能となる鋳造シミュレーショ

ン技術の開発が必要である。富士電機は部品の安定供給と

開発から生産開始までのリードタイム短縮を図るため，10
年前から鋳造シミュレーション技術の研究を進めてきた。

これまで，タービン発電機のケーシングやモータ関連部品
などを対象に国内外の鋳造メーカーと共同で鋳造シミュ

レーションを用いた製造技術開発に取り組んできた。

　ここでは，近年，その機能が大幅に向上した鋳造シミュ

レーションの適用事例として，汎用インバータのアルミダ

イカスト製ヒートシンクの設計，鋳造方案の最適化の取組
みについて紹介する。

　鋳造シミュレーション技術の概要

　品質の安定した鋳物を造るには，適正な設計と鋳造方案
が重要である。そのためには鋳型内での溶湯の充てん状況
や凝固過程などの挙動を把握し，それらのデータに基づく

方案の策定が必要となる。従来は主として実験的あるいは

経験的に鋳造技術が構築されてきたが，鋳造方案の妥当性

や欠陥発生状況を予測するには鋳造シミュレーションは欠
かせないツールとなっている。

　鋳造シミュレーションには，鋳型内部を溶湯がどのよう

に流れ，充てんされていくか，充てん過程を可視化する湯
流れシミュレーションと，充てん完了から凝固までの温度
分布変化を可視化する凝固シミュレーションがある。これ

らの湯流れシミュレーションと凝固シミュレーションは連
続体モデルに対して適用された質量，運動量，エネルギー

の各種保存則を数値的に解くことで温度や速度の変化を予
測するものである。

　熱変形シミュレーションは凝固シミュレーションで得
た差分モデルファイルと温度分布データをバルクデータ

（NASTRAN
〈注 1〉

形式）へ変換し，NASTRANや I-DEAS
〈注 2〉

な

どの応力解析ソフトウェアを用いて，離型から室温に至る

までの温度差による熱荷重を計算し，変形状態の解析を行
うものである。

　表１に解析に必要な入力パラメータを示す。鋳造条件は

保有設備や経験に依存するものが多く，鋳造メーカー特有
のものである。このため，シミュレーションには鋳造メー

カーしか知りえない情報の提供が不可欠で，鋳造メーカー

表1　湯流れ・凝固シミュレーションの入力パラメータ

鋳造条件

物 性 値

�モデル（鋳物）三次元CADデータ 
�鋳造方案
 （湯口，湯道，せき，押し湯，冷し金，ヒータ，水冷，
　 排気口など） 
�鋳型サイズ（砂付き量） 
�初期（鋳込み）温度 
�外気温度 
�鋳型温度（ヒータ，冷却の位置，温度） 
�注入初速度または鋳込み時間

�鋳物，鋳型の材質� �液相・固相温度
�密度� �比熱（鋳物，鋳型）
�熱伝導率（鋳物，鋳型）� �潜熱（鋳物，鋳型）
�動粘性係数� �境界条件
�気体初期圧力� �気体初期温度
�気体粘性率� �気体定数

〈注 1〉NASTRAN：米国 NASAの登録商標

〈注 2〉I-DEAS：米国 SDRC社の登録商標
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と一体となった取組みが必要である。

　表 2に出力パラメータ，予測できる欠陥の種類と対策を

示す。なお，ここで使用した湯流れ・凝固シミュレーショ

ンソフトウェア JSCAST-2004i
〈注 3〉

は，中小企業総合事業団
の技術開発事業の一環として 1993年度から開発が行われ

た鋳造 CAE（Computer Aided Engineering）システム

JSCASTをもとに，大学連携型プロジェクトなどにより

さらなる高機能化が進められたものである。

　解析事例

　汎用インバータおよび IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）モジュールなど電子部品の放熱の役割をする

ヒートシンク（材質：ADC12，製品肉厚：1〜 3mm，質
量：0.8 kg）の外観を図 1に示す。インバータのヒートシ

ンクには板金をかしめたものや押出し加工によるものもあ

るが，小型機種では筐体（きょうたい）と冷却フィンを一
体化したダイカスト製のものが主流である。

（1）　充てん過程の温度分布の予測
　溶湯温度 650℃，金型温度 195℃，ゲート位置の速度
0.4m/sとして湯流れシミュレーションで充てん過程の温

度分布を求めた結果を図 2に示す。フィンの先端部分では

ADC12材の液相線（580℃）未満の温度での充てんとなり，

溶湯が金型内を充てんしている途中に凝固してしまうとい

う湯回り不良が予測された。シミュレーション結果との突
合せのため，実験型を製作し検証を行ったところ，予測ど

おりの位置に湯回り不良が再現された。この不良を解決す

るため，ゲート厚さを初期設定値の 1.8倍にすれば，健全
な充てんが可能であると予測した結果，実験結果ともよく

一致した。

（2）　充てん過程の背圧分布の予測
　図 3に充てん過程の背圧分布を示す。このシミュレー

ションでは 2か所あるボスの片方のみの背圧が高くなるこ

とが予測された。実験の結果，背圧が高くなると予測され

〈注 3〉JSCAST-2004i：クオリカ株式会社の商標

表2　出力パラメータと予測可能な欠陥現象

出力パラメータ 対策要素

�製品形状
　肉厚，
　カーブ面取り，
　突起や穴の配置，
　ピン配置
�充てん速度
�オーバフローのサイズ，
　配置
�鋳込み温度
�ゲートサイズ，配置

�充てん時間　
�速度ベクトル
�充てん過程の
　温度分布
�固相率分布
�背圧分布

�凝固時間
�温度こう配
�冷却過程の
　温度分布
�冷却速度
�凝固率など

�変位，応力

予測可能な欠陥現象

凝 固 解 析

熱変形解析

湯流れ解析
�湯回り不良
�湯境欠陥
�ガス欠陥

�反り，変形

�引け巣

フィン

図1　汎用インバータとヒートシンクの外観
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図2　湯流れ状況（温度分布）
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図3　背圧分布とガス欠陥
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たボスのみにガス欠陥が発生し，シミュレーション結果の

妥当性が確認された。

　図 4にオーバフローの容積とガス欠陥が発生したボスの

予測背圧の関係を示す。ボス周辺のオーバフローを拡大す

ることで背圧が低減することを確認し，初回実験時の 3倍
にした場合，ガス欠陥が発生しなかったボスと同程度の

背圧まで下がると予測された。さらにシミュレーションで

背圧が高くなるボス付け根周辺の湯流れ状況を確認すると，

ボス内への湯の流込みが悪く，ボス付け根周辺が充てんし，

ガスの抜け道がなくなっていることもガス欠陥の原因であ

ると推察された。もう一方の健全なボスの湯流れ状況を確
認すると，ガスの抜け道を確保した状態でボス内への流込
みが確認された。欠陥が発生するボス内への流込みの改善
として付け根カーブの拡大，鋳抜きピン設置などによる流

れ性改善の効果を検証し，ガス欠陥に対処できる設計技術
を確立した。

（3）　熱変形量の予測
　ダイカストでは部位によって熱容量が異なり，冷却時間
に差が生じるため変形する。このため高精度なダイカス

トを実現するためには変形予測が重要な技術となる。ヒー

トシンクの IGBTモジュール取付け面の平坦（へいたん）

度は 100mm角範囲内で 0.1mm以下の要求がある。また，

反りの不均一は取付け脚のがたの要因となるため，変形量
を制御する必要がある。

　図 5にフィンと直角方向および平行方向の面の熱変形シ

ミュレーションの結果を示す。フィンと直角方向の面は

フィン側が凹状に，フィンと平行方向の面はフィン側が凸
状に変形することが予測され，実際の変形と一致していた。

　熱変形の主な要因である溶湯温度，金型温度および離型
温度に関し，熱変形シミュレーションを用いて得た要因効
果図を図 6に示す。各パラメータの水準は表 3に示すもの

とした。熱変形を小さくするには，溶湯温度は低く，金型
温度は高く，離型温度は低く制御するほうがよいことが確
認できる。

　あとがき

　これらの湯流れ・凝固シミュレーションの適用によりダ

イカスト条件の最適化を図り，製造性の良い設計と円滑な

量産化に貢献することができた。

　今後，富士電機は鋳物部品の設計力の向上を目指し，鋳
造メーカーとシミュレーションの実績を重ね，鋳造技術力
の強化を図っていく所存である。

参考文献

（1） 　荻野雄一郎ほか．湯流れ・凝固解析を利用したダイカスト

品の変形量評価．群馬県工業試験場報告．2002.

（2） 　Shawn  Mahaney,  EKK  et  al.  NADCA  Die  Casting 
Modeling and Simulation Session. 1999-11-1/4.

（3） 　アルミニウム鋳鍛造技術便覧．軽金属協会．1991-03.

222（52）

高背圧部

オーバフロー拡大

背
圧

高
低

オーバフロー容積小 大

図4　背圧とオーバフローサイズの関係
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図5　熱変形解析結果
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図6　熱変形量の要因効果図

表3　熱変形予測パラメータの水準

水準１

水準２

溶湯温度（℃）

670

630

200

160

520

460

金型温度（℃） 離型温度（℃）
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