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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
消失模型を埋設した鋳物砂内に湯道を通じて溶融した鋳鋼を注湯して鋳鋼製の製品を鋳
造する鋳型であって、
密封構造の鋳枠と、
排気管を介して鋳枠の下部に連通し、鋳込み時に消失模型の消失により発生する分解ガ
スを吸引して鋳枠外へ排気可能に設けた負圧発生源と、
消失模型の上部に配置し、鋳枠内へ外部気体を供給する送気管と、
全体を鋳物砂に埋設して消失模型の上部に設けた排気ダクトとを具備し、
前記負圧発生源を通じて鋳枠を減圧しながら、前記送気管を通じて消失模型に外部気体
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を供給可能に構成したことを特徴とする、
鋳型。
【請求項２】
前記鋳枠の底部に通気性を有する仕切板を設け、該仕切板と鋳枠の底面との間に減圧補
助室を形成し、排気管を介して該減圧補助室に前記負圧発生源を接続したことを特徴とす
る、請求項１に記載の鋳型。
【請求項３】
前記消失模型は複数の通気孔と排気孔と、前記通気孔および排気孔を連通する連絡孔を
穿設し、前記通気孔の延長線上に送気管を設け、前記排気孔の延長線上に該排気孔より大
径の排気ダクトを設けたことを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の鋳型。
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【請求項４】
溶湯と外部気体の流れる向きが同じ方向となるように、前記通気孔を湯道の近傍に設け
ることを特徴とする、請求項３に記載の鋳型。
【請求項５】
前記送気管の露出端に給気管を接続し、該給気管に加熱手段を配設し、該加熱手段によ
り外部気体を鋳枠内へ圧送可能に構成したことを特徴とする、請求項１乃至請求項４の何
れか一項に記載の鋳型。
【請求項６】
鋳物砂内に消失模型を埋設してなる鋳型に溶融した鋳鋼を注湯して鋳鋼製の製品を鋳造
する消失模型鋳造法であって、
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前記請求項１乃至請求項４に記載した何れかの鋳型を使用し、
負圧発生源を通じて、消失模型を通過するように密封構造の鋳枠内に強制的に一方向へ
向けた気体流を形成して鋳枠を減圧し、
送気管を通じて消失模型に外部気体を供給して消失模型を熱分解し、
前記送気管を通じて供給される外部気体と共に、消失模型の分解ガスを負圧発生源の負
圧吸引力により鋳枠外へ排気することを特徴とする、
鋳鋼の製造方法。
【請求項７】
鋳物砂内に消失模型を埋設してなる鋳型に溶融した鋳鋼を注湯して鋳鋼製の製品を鋳造
する消失模型鋳造法であって、
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前記請求項５に記載した鋳型を使用し、
負圧発生源を通じて、消失模型を通過するように密封構造の鋳枠内に強制的に一方向へ
向けた気体流を形成して鋳枠を減圧し、
給気管に配設した加熱手段により加熱した外部気体を、送気管を通じて消失模型に供給
して消失模型を熱分解し、
前記送気管を通じて供給される外部気体と共に、消失模型の分解ガスを負圧発生源の負
圧吸引力により鋳枠外へ排気することを特徴とする、
鋳鋼の製造方法。
【請求項８】
消失模型を埋設した鋳物砂内に湯道を通じて溶融した鋳鋼を注湯して鋳鋼製の製品を鋳
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造する鋳型の製造方法であって、
有底構造の箱体からなる鋳枠内に鋳物砂を充填しながら消失模型を埋設し、
前記消失模型の上面に送気管と排気ダクトとを搭載し、
前記送気管の上部を鋳物砂の上面から突出させるとともに、前記排気ダクトを消失模型
とともに鋳物砂に埋設し、
前記鋳物砂内に前記消失模型を貫通した湯道と逃がし孔とを形成し、
前記鋳枠の上口を非通気性のシート又は密封蓋で覆って封止することを特徴とする、
鋳型の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は消失模型を使用したフルモールド法の適用を可能にした鋳型、鋳鋼の製造方法
及び鋳型の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
消失模型（発泡プラスチック材料から作製される模型）を鋳物砂内に埋設し、溶湯（溶
融金属）を注湯して消失模型を消失させながら鋳物製品を鋳造するフルモールド法は、中
子を用いることなく複雑な形状であっても高い寸法精度で製造できるといった特徴を有し
ている。
【０００３】

50

(3)

JP 5858382 B2 2016.2.10

これまでのフルモールド法では、溶湯の湯熱を利用して消失模型を消失させているが、
消失模型が熱分解する際に分解ガス、炭化物、タール状の残渣等が発生する。溶湯に分解
ガスを巻き込むとガス欠陥として残留したり、炭素成分が付着して鋳肌を荒らしたり、局
所的に浸炭して炭化物の欠陥を生じる。
【０００４】
これらの難点を解決する手段として、特許文献１（特開２００８−２２１２８８号公報
）には、鋳枠の下部、側部、および上部にそれぞれ独立した所定の個数の吸引部材を配置
し、これらの吸引部材を通じて分解ガスを吸引することが開示されている。
特許文献１に記載された鋳造法では、消失模型の表面に塗布されたガス透過性の悪い塗
型によって分解ガスの排出が阻害されるため、円滑で迅速なガス抜き効果が得られていな
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い。
【０００５】
特許文献２（特開２００６−１９２４４２号公報）には、消失模型の上部と鋳型外部と
を連通する排気管と、鋳砂に穿設した消失模型と鋳型外部とを連通する排気孔とを通じて
、分解ガスの排気を推進して、溶湯への気泡の混入や残留等に起因した鋳造品の表面欠陥
を抑制することが開示されている。
特許文献２に記載された鋳造法では、注湯により消失模型が下部から順次消失していく
過程において、溶湯、発生ガス層、残留消失模型の３相が存在することから、実用上では
、垂直方向に多くの排気孔を設けることになって、実用的ではない。
【０００６】
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特許文献３(特開平５−２６１４７０号公報)には、消失模型に対して縦横方向へ向けて
複数の通気孔を穿設し、消失模型表面にこれらの各通気孔と相互に連通する通気路を形成
し、鋳造時にこれらの各通気孔および通気路に接続した吸引装置を通じて鋳枠内を減圧す
ることが開示されている。
特許文献３に記載された鋳造法では、消失模型から発生したガスを、塗型を通じて吸引
することが困難であるため、鋳枠内の全域を十分に排気できる圧力まで減圧することが難
しい。
さらに特許文献３に記載された鋳造法では、消失模型の熱分解や分解ガスの体積膨張に
よる圧力で排気することになるため、発生したガスを完全に排気口から排出することは容
易でない。特に、減圧の圧力が低くなるほど、ガス抜けが悪くなって一部のガスが残留す
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る可能性が高くなる。
【０００７】
特許文献４（特開２００３−３３４６３４号公報）には、貫通孔が形成されている消失
模型を使用し、排出通路を介して鋳造の際に発生する分解ガスを鋳型の外部に誘導し、誘
導した分解ガスに空気や酸素等の酸化性気体を供給して燃焼させることで、鋳枠外へ排出
されるすすや異臭を低減することが開示されている。
特許文献４に記載された鋳造法は、鋳枠外へ排出される分解ガス中の有害物質を除去で
きるものの、鋳枠内に発生する分解ガスや炭化物等の排出効率を高めることに役立たない
。
【０００８】
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特許文献５（特許第２８５４８１４号公報）には、鋳枠に設けられた排出管を通じて鋳
枠内を吸引しながら、消失模型に連通して設けられた吸気管を通じて外部気体を鋳型内に
導入し、外部気体とともに分解ガスを吸引排出することが開示されている。
特許文献５に記載された鋳造法では、溶湯の熱で消失模型を熱分解することから、注湯
中における溶湯の最上層が発生ガスに直接触れ続けることとなって、鋳造製品の内部また
は表面に加炭部が残りやすい。
さらに特許文献５に記載された鋳造法では、ガス透過性の悪い塗型によって分解ガスの
排出が阻害されるため、十分な減圧ができずに分解ガスの吸引性が低いといった問題があ
る。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００８−２２１２８８号公報
【特許文献２】特開２００６−１９２４４２号公報
【特許文献３】特開平５−２６１４７０号公報
【特許文献４】特開２００３−３３４６３４号公報
【特許文献５】特許第２８５４８１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】

10

既述した特許文献１〜５に記載された鋳造法は、溶湯に加炭しても品質への影響の少な
い鋳鉄を対象としたものであり、溶湯への浸炭を確実に防止できないことと、分解ガスの
排出に時間がかかるといった共通の問題点を有する。
【００１１】
一方、大型船舶のスクリュー、アンカー用のベルマウス、クランクシャフト等の数トン
単位の大型製品には、強度や耐久性の要請から専ら鋳鋼が用いられている。
鋳鋼製の大型製品を鋳造するにあたり、以下の理由により既述した特許文献１〜５に記
載されたフルモールド法を適用して実用化することができなかった。
＜１＞従来のフルモールド法は注湯中に炭素が溶湯に溶け込んで炭素量が増えることを避
け得なかった。そのため、最終製品の炭素量が増して鋳鋼の品質（強度、耐久性等)が大
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きく損なわれる。
一般に鋳鋼の炭素含有量は０．１〜０．６％であるが、大型鋳造製品の場合には、出来
上がった鋳造製品の炭素濃度の上限に制約があり、また炭素濃度の偏析も制限されている
。
このように鋳鋼の炭素含有量の制約から、フルモールド法の採用が見送られていた。
＜２＞仮に大型鋳造製品の製造に従来のフルモールド法をそのまま適用すると、消失模型
の熱分解により発生する大量の分解ガスに起因して、鋳込中にガス爆発を起こす危険があ
る。
鋳込中にガス爆発を起こすと、鋳型が破壊されるだけではなく、高温の溶湯が周辺に飛
び散って大事故につながるため、鋳込作業の安全性確保の観点からもフルモールド法の採
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用が見送られていた。
＜３＞以上の理由から鋳鋼製の大型製品を鋳造するには、古来からの木型法を用いている
が、木型法は作業工数が非常に多く、しかも熟練技術を要し、製造コストが嵩むといった
多くの問題を抱えている。
国際競争力を強化する観点から、鋳鋼製の大型製品を対象とした新たな鋳造技術の提案
が切望されている。
【００１２】
本発明は以上の点に鑑みて成されたもので、その目的とするところは鋳鋼の鋳造手段と
してフルモールド法を適用できる鋳鋼の鋳造技術を提供することにある。
さらに本発明の他の目的は大型製品の製造に好適な鋳鋼の鋳造技術を提供することにあ
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る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本願の第１発明は、消失模型を埋設した鋳物砂内に湯道を通じて溶融した鋳鋼を注湯し
て鋳鋼製の製品を鋳造する鋳型であって、密封構造の鋳枠と、排気管を介して鋳枠の下部
に連通し、鋳込み時に消失模型の消失により発生する分解ガスを吸引して鋳枠外へ排気可
能に設けた負圧発生源と、消失模型の上部に配置し、鋳枠内へ外部気体を供給する送気管
と、全体を鋳物砂に埋設して消失模型の上部に設けた排気ダクトとを具備し、前記負圧発
生源を通じて鋳枠を減圧しながら、前記送気管を通じて消失模型に外部気体を供給可能に
構成したことを特徴とする。
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本願の第２発明は、前記鋳枠の底部に通気性を有する仕切板を設け、該仕切板と鋳枠の
底面との間に減圧補助室を形成し、排気管を介して該減圧補助室に前記負圧発生源を接続
したことを特徴とする。
本願の第３発明は、前記消失模型は複数の通気孔と排気孔と、前記通気孔および排気孔
を連通する連絡孔を穿設し、前記通気孔の延長線上に送気管を設け、前記排気孔の延長線
上に該排気孔より大径の排気ダクトを設けたことを特徴とする。
本願の第４発明は、溶湯と外部気体の流れる向きが同じ方向となるように、前記通気孔
を湯道の近傍に設けることを特徴とする。
本願の第５発明は、前記送気管の露出端に給気管を接続し、該給気管に加熱手段を配設
し、該加熱手段により外部気体を鋳枠内へ圧送可能に構成したことを特徴とする。

10

本願の第６発明は、鋳物砂内に消失模型を埋設してなる鋳型に溶融した鋳鋼を注湯して
鋳鋼製の製品を鋳造する消失模型鋳造法であって、前記請求項１乃至請求項４に記載した
何れかの鋳型を使用し、負圧発生源を通じて、消失模型を通過するように密封構造の鋳枠
内に強制的に一方向へ向けた気体流を形成して鋳枠を減圧し、送気管を通じて消失模型に
外部気体を供給して消失模型を熱分解し、前記送気管を通じて供給される外部気体と共に
、消失模型の分解ガスを負圧発生源の負圧吸引力により鋳枠外へ排気することを特徴とす
る。
本願の第７発明は、鋳物砂内に消失模型を埋設してなる鋳型に溶融した鋳鋼を注湯して
鋳鋼製の製品を鋳造する消失模型鋳造法であって、前記請求項５に記載した鋳型を使用し
、負圧発生源を通じて、消失模型を通過するように密封構造の鋳枠内に強制的に一方向へ
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向けた気体流を形成して鋳枠を減圧し、給気管に配設した加熱手段により加熱した外部気
体を、送気管を通じて消失模型に供給して消失模型を熱分解し、前記送気管を通じて供給
される外部気体と共に、消失模型の分解ガスを負圧発生源の負圧吸引力により鋳枠外へ排
気することを特徴とする。
本願の第８発明は、消失模型を埋設した鋳物砂内に湯道を通じて溶融した鋳鋼を注湯し
て鋳鋼製の製品を鋳造する鋳型の製造方法であって、有底構造の箱体からなる鋳枠内に鋳
物砂を充填しながら消失模型を埋設し、前記消失模型の上面に送気管と排気ダクトとを搭
載し、前記送気管の上部を鋳物砂の上面から突出させるとともに、前記排気ダクトを消失
模型とともに鋳物砂に埋設し、前記鋳物砂内に前記消失模型を貫通した湯道と逃がし孔と
を形成し、前記鋳枠の上口を非通気性のシート又は密封蓋で覆って封止することを特徴と
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する。
【発明の効果】
【００１４】
本発明では、負圧発生源を通じて鋳枠を減圧しながら、送気管を通じて消失模型に外部
気体を供給して消失模型を瞬時に熱分解できるので、消失模型の分解ガスを溶融した鋳鋼
に巻き込ませずに負圧吸引して排気することができる。
したがって、フルモールド法の特性を活かしながら高品質の鋳鋼製品を製造することが
できる。
さらに、消失模型の消失時に生じる分解ガスの圧力を緩和できるので、鋳造製品が大型
であっても安全に鋳造することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る鋳鋼の製造方法に使用する鋳型の概要図
【図２】他の実施例に係る鋳型の概要図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
＜１＞鋳型の概要
図１に本発明に係る鋳鋼の製造方法に使用する鋳型の概要図を示す。
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鋳型は、減圧可能な密封構造の鋳枠（フラスコ)１０と、鋳枠１０に充填する鋳物砂２
０と、鋳物砂２０に埋設する消失模型３０と、排気管４１を介して鋳枠１０の下部に連通
して設けた真空ブロワ等の負圧発生源４０と、消失模型３０の上部と鋳枠１０外との間に
設けた送気管５０と、全体を鋳物砂２０に埋設して消失模型３０の上部に設けた排気ダク
ト５１とを具備する。以下に各部について詳述する。
【００１８】
＜２＞鋳枠
鋳枠１０は有底構造の箱体で、本例では気密性を高めるために箱体の上口を非通気性の
シート１１と密封蓋１２とにより封止する形態を示すが、何れか一方だけでもよい。
【００１９】
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鋳枠１０内の底部近くに横架して設けた通気性を有する仕切板１３と鋳枠１０の底面と
の間には減圧補助室１４を形成している。
減圧補助室１４は仕切板１３を介して鋳物砂２０と通気可能であり、減圧補助室１４は
鋳物砂２０の底面全域を通じて効率の良い負圧吸引を行うことができる。
【００２０】
＜３＞鋳物砂
鋳枠１０内に充填された鋳物砂２０は適度の通気性が付与してある。
鋳造に用いる鋳物砂２０としては、石英質を主成分とする珪砂の他、ジルコン砂、クロ
マイト砂、合成セラミック砂等の新砂又は再生砂を使用することができる。
【００２１】
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＜４＞消失模型
消失模型３０は消失性物質を鋳造製品の形状に合わせて成形した模型であり、必要に応
じてその表面に塗型剤により通気性を有する塗型層が形成してある。
消失性物質としては、例えば発泡ポリスチレン樹脂、ポリエチレン樹脂等の発泡体が用
いられ、消失模型３０の形状や大きさ等を考慮して適宜公知の素材を選択する。
【００２２】
消失模型３０はその全体に亘って縦方向または斜め方向に貫通した複数の通気孔３１と
排気孔３２と、消失模型３０の底部位置で両孔３１,３２の間を横方向に連通する連絡孔
３３を穿設している。
連絡孔３３はその一端が湯道２１と連通しており、他端が押湯用の逃がし孔２２と連通
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している。
【００２３】
＜４.１＞通気孔
通気孔３１は外部気体を鋳造空間内へ導入して消失模型３０の燃焼時間の短縮と燃焼効
率を高めるため通気路である。
溶湯と外部気体の流れる向きが同じ方向となるように、通気孔３１を湯道２１の近傍に
設けることが好ましい。
なお、外部気体とは酸素、または酸素を含んだ気体、若しくは酸素を含まない気体を意
味する。
【００２４】
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＜４.２＞排気孔
排気孔３２は排気ダクト５１と協働して消失模型３０の消失時に生じる分解ガス等を周
囲の鋳物砂２０へ排気するための排気路として機能する。
【００２５】
＜４.３＞連絡孔
連絡孔３３は送気管５０と通気路３１を通じて導入した外部気体を排気孔３２へ案内す
る通気路として機能する。
連絡孔３３を消失模型３０の底部に水平に設けることで、注湯した溶湯を消失模型３０
の底部に沿ってきれいに流すことができる。
【００２６】
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＜４.４＞逃がし孔
逃がし孔２２は、収縮分の溶融金属を補給して鋳引けや収縮割れを防ぐための「押し湯
」として機能する。
逃がし孔２２がないと溶湯が通気孔３１と排気孔３２の下部で反射して乱れを生じるが
、逃がし孔２２は溶湯の乱れ防止機能を併有する。
【００２７】
＜５＞負圧発生源
鋳枠１０の下部には減圧補助室１４と連通して排気管４１が接続している。
排気管４１の他端には真空ブロワ等の負圧発生源４０が接続してあって、排気管４１を
通じて減圧補助室１４内を負圧吸引し得るようになっている。
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排気管４１には流速計４２と制御弁４３が付設してあって、負圧発生源４０を通じた排
気（吸引）量を制御できるようになっている。
【００２８】
＜６＞送気管
送気管５０は鋳枠１０の鋳造空間内へ外部気体を導入するための管である。送気管５０
は、消失模型３０の上面であって、各通気孔３１の延長線上に位置する。
本例では送気管５０の上端開口が密封蓋１２の外部に露出している。
【００２９】
＜７＞排気ダクト
排気ダクト５１は消失模型３０の消失時に発生する分解ガスと、送気管５０を通じて導
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入した外部気体とを集めて周囲の鋳物砂２０へ排出するためのものである。
排気ダクト５１は、消失模型３０の上面であって、各排気孔３２の延長線上に位置する
。
分解ガスと外部気体の吸引排出効率を高めるため、排気ダクト５１の内径が排気孔３２
の径より大径に形成してある。
【００３０】
［鋳造方法］
つぎに既述した鋳型を用いた鋳鋼製品の製造方法について説明する。
【００３１】
＜１＞鋳型の製作
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鋳枠１０内に鋳物砂２０を充填しながら消失模型３０を埋設する。
この際、消失模型３０の上面に送気管５０と排気ダクト５１を搭載する。
送気管５０の上部は鋳物砂２０の上面から突出させ、排気ダクト５１は消失模型３０と
ともに鋳物砂２０に埋設する。
鋳物砂２０内には従来と同様に湯道２１と逃がし孔２２を形成する。
鋳枠１０はその上口を非通気性のシート１１と密封蓋１２で覆って封止する。
【００３２】
＜２＞鋳枠の減圧
鋳込み作業に先行して、消失模型３０を通過するように密封構造の鋳枠１０内に強制的
に一方向へ向けた気体流を形成することで、鋳枠１０内を所定の圧力に減圧しておく。
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【００３３】
すなわち、負圧発生源４０を稼働すると、減圧補助室１４内が負圧状態となる。減圧補
助室１４内の圧力が低下することで、送気管５０、消失模型３０の各通気孔３１および鋳
物砂２０を経由して外部気体が取り込まれて鋳枠１０の外部へ排気される。
したがって、鋳枠１０内の減圧補助室１４および鋳物砂２０の粒子間が減圧される。
このとき、鋳枠１０の内圧は、鋳枠１０の全域を吸引可能な圧力に設定しておくことが
好ましい。
このように本発明では、流速計４２と制御弁４３とにより、送気管５０から消失模型３
０を通じて排気管４１へ排気される外部気体の流量を予め正確に求めておくことができる
し、鋳枠１０の内圧を所望の圧力に制御することも可能である。
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【００３４】
＜３＞鋳込作業
鋳枠１０内の減圧状態を維持した状態で、湯道２１を通じて鋳鋼が溶融した溶湯を注湯
する。
溶湯を注湯するに際し、充填不良を起さずに、かつ溶湯の流れに乱れが生じない速度で
注湯することが肝要である。
【００３５】
＜３．１＞消失模型の消失
従来のフルモールド法では、溶湯の放射熱により消失模型３０を消失していた。
本例では溶湯の溶融熱を、送気管５０を通じて吸引される外部気体の加熱に利用し、加
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熱した外部気体の熱で消失模型３０を消失するようにした。
【００３６】
本例では、消失模型３０に形成する通気孔３１の位置と送気管５０の設置位置を湯道２
１の近傍にするとともに、溶湯と外部気体の流れる向きを同じ方向としてある。
さらに注湯前から送気管５０を通じて外部気体が消失模型３０内に連続して取り込まれ
ている。
【００３７】
そのため、湯道２１に連通した注湯口から溶湯を流入すると、送気管５０を通じて導入
した外部気体が溶湯に衝突して高温の熱風へと変化する。熱風が消失模型３０に触れると
、急激に燃焼分解し瞬間的に消失模型３０を消失させることができる。
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【００３８】
以下に消失模型３０の消失について詳しく説明する。
高温の熱風に接した消失模型３０は、始めに液状化し、その一部がガス化する。
高温の外部気体と分解ガスとにより燃焼が開始し、燃焼に伴い、分解ガスはさらに高温
化して４００〜８００℃の高温に達する。
高温環境により液状化した消失模型３０は、分解ガスとなり、その一部は燃焼し、その
また一部は不完全燃焼により煤、ガスの状態で排気される。
【００３９】
高温環境下でこれらが瞬時に進行することから、消失模型３０は固体状態または液状態
から、ガス状態や比重の小さい煤状態に変化しているから、これらが溶湯に溶け込むこと
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はなく、導入した外部気体と共に鋳枠１０の外部へ排出される。
【００４０】
更に、送気管５０を通じた外部気体の導入と、分解ガスの発生圧力とにより、加炭要因
である分解ガスの希釈化と、消失模型３０消失によって形成される空洞部での分解ガスの
滞留時間が大幅に短縮されるので、溶湯への加炭を効果的に抑制することができる。
【００４１】
このように本発明では、溶湯が消失模型３０に触れる前に、加熱された外部気体を利用
して消失模型３０を熱分解して分解ガスを排気することができる。
したがって、従来の溶湯の放射熱で溶融する場合よりも早い時期に消失模型３０を消失
させることが可能である。
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【００４２】
＜３．２＞分解ガスの排出
加熱された外部気体（熱風)によって消失模型３０が一瞬にして熱分解されて消失する
際に分解ガスが発生する。
消失模型３０から発生した分解ガスは、排気ダクト５１で効率よく集められ、その後に
鋳物砂２０を経て減圧補助室１４へ排気される。減圧補助室１４へ集められた分解ガスは
最終的に排気管４１を通じて鋳枠１０外へ効率よく排気される。
消失模型３０から発生した分解ガスは、排気ダクト５１の排気と並行して、逃がし孔２
２を通じても排気される。
【００４３】
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従来のように透過性が悪い塗型を通じて分解ガスを吸引排出する場合には、分解ガスの
排出性が悪い。
本発明では分解ガスを鋳枠１０内の消失模型３０以外で鋳物砂２０と接している場所か
ら吸引して排出できる。
鋳枠１０内での吸引排気は、外部気体の吸引に伴う排出による場合よりも排出能力と除
去能力が大きい。
【００４４】
既述したように、本発明に係る鋳型は送気管５０から消失模型３０を通じて排気管４１
へ排気される外部気体の流量を予め求めておくことができるから、消失模型３０を分解燃
焼させて、瞬間的に消失模型３０を消失させるために必要な最適な気体導入流量を確保し
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ながら鋳造をすることが可能となる。
【００４５】
鋳込みにあたっては、注湯速度（Ｖ）を遅くし、排気管４１における排気流体の排気速
度（Ｑ）をできるだけ増して、Ｖ／Ｑ＜６とすることが好ましい。
【００４６】
＜３．３＞分解ガスの圧力上昇について
従来は鋳込み中に鋳型内において分解ガスの圧力が急激に上昇して爆発する危険があっ
た。
これに対して、本例では注湯前から送気管５０を通じて鋳枠１０の内部が一定の圧力に
減圧してある。
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そのため、消失模型３０が急激に燃焼して分解ガスの圧力が上昇しても、分解ガスの圧
力を鋳枠１０の内圧で減圧することができる。
特に本例では、分解ガスの圧力上昇が、分解ガスの排気促進に大きく役立つため、鋳込
み中における鋳型の爆発を効果的に防止することができる。
【００４７】
＜３．４＞鋳造製品の品質について
既述したように、本発明では溶湯が消失模型３０に触れる前に消失し、消失模型３０か
ら発生した分解ガスを強制排気するので、溶湯が発生ガス層と触れる時間が短くなって、
分解ガスが溶湯中に巻き込んだり混入したりすることを確実に防止できる。
したがって、加炭を抑制して、炭素偏析がない高品質の鋳鋼製の鋳物製品を得ることが
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できる。
以上説明したように、本発明では従来まで困難とされていた鋳鋼を対象としたフルモー
ルド法の適用を実現することができる。
【００４８】
[他の実施例]
以降に他の実施例について説明するが、その説明に際し、前記した実施例と同一の部位
は同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。
【００４９】
図２は溶湯の放射熱によらないで鋳枠１０内に強制的に高温の外部気体を供給する他の
実施例を示す。
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本例では、送気管５０の露出端に給気管５２を接続し、この給気管５２に加熱手段５３
と送風機５４を直列に配設した形態を示す。
加熱手段５３は消失模型３０を瞬時に加熱可能な温度まで外部気体を加熱できる手段で
、例えばヒータや燃焼装置を適用できる。
また高温の外部気体の供給量を計測し得るように、給気管５２に流速センサ５５を設け
ることが好ましい。
なお、送風機５４は必須ではなく、負圧発生源４０で代用できる場合には省略してもよ
い。
【００５０】
本例にあっては、溶湯の鋳込み時に負圧発生源４０を稼働して減圧補助室１４内を負圧
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状態にすることは既述した実施例と同様であるが、これと並行して、加熱手段５３と送風
機５４とにより、給気管５２および送気管５０を経て鋳枠１０内へ加熱流体を圧送するこ
とで、消失模型３０を急激に燃焼分解して瞬間的に消失させることができる。
【００５１】
本例にあっては、溶湯温度の影響を受けずに外部気体を安定した任意の温度に加温でき
るので、消失模型３０の形状的な要因で、送気管５０と湯道２１との間の距離が離れてい
て、溶湯の放射熱で送気管５０内の外部気体を十分に加熱できない場合に好適である。
【００５２】
また、図２に示すように制御部６０と排気管４１に設けた流速計４２、制御弁４３およ
び負圧発生源４０を電気的に接続し、さらに制御部６０と給気管５２に設けた加熱手段５
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３、送風機５４および流速センサ５５を電気的に接続し、制御部６０で以て、流速計４２
から得た流速情報を基に、制御弁４３および負圧発生源４０を制御することで、減圧補助
室１４の内圧を鋳造に適切な圧力に調節することができる。
さらに、流速センサ５５から得た流速情報を基に、加熱手段５３および送風機５４を制
御することで、消失模型３０の温度分解に最適な外部気体の温度と単位時間当たりの送風
量(供給量)に調節することができる。
【符号の説明】
【００５３】
１０・・・・・鋳枠
１１・・・・・シート

20

１２・・・・・密封蓋
１３・・・・・仕切板
１４・・・・・減圧補助室
２０・・・・・鋳物砂
２１・・・・・湯道
２２・・・・・逃がし孔
３０・・・・・消失模型
３１・・・・・通気孔
３２・・・・・排気孔
３３・・・・・連絡孔

30

４０・・・・・負圧発生源
４１・・・・・排気管
４２・・・・・流速計
４３・・・・・制御弁
５０・・・・・送気管
５１・・・・・排気ダクト
５２・・・・・給気管
５３・・・・・加熱手段
５４・・・・・送風機
６０・・・・・制御部
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【図２】
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