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1.機器の概要

素形材分野鋳造設備の枠付生型造型機は、粉塵や騒音そして高温という悪環境

下での運転という特性から、従来技術を越えることが非常に困難で、大11・ 高出

力の造型機は、環境にやさしい省エネルギー機械とは程遠かった。

これに対 し、今回開発 した静圧造型機 ACE(表 1、 写真 1)は、従来の技術と

は違う逆転の発想により、エアレーション砂人法、プリセットスクイズ法、鋳型

高さフイー ドバック制御、ACE解析モニターなどの新要素技術を開発し、さらに

それしを複合化 して大幅なダウンサイジングや省エネルギー、環境改善、造型性

能向上を実現 した。

また、納入後の調査においても、機械本体のみならず据付や基礎:11事 も含めた

イニシャルコス ト (エ ネルギー)の低減、メンテナンスコス ト (エ ネルギー)や

付帯設備の消費エネルギーも含めた大幅な消費エネルギーの削減、造型性能の向

上を利用した鋳造製品のニヤネットシェープ化による重量低減や、加:[工数低減

が大幅なランニングコス ト (エ ネルギー)低減を実現 していることを確認 した。

表 l ACE-5主仕様

(枠寸法 900× 700× 300)

ACE-5 従来主力機

(APK-5)

削減率

単独造型時間 9.5秒/片枠 12秒/片枠 20%削 減

油圧動力 22kW 97.5kW 77%削 減

エアー消費量 5m3(Normal) 8m3(Normal) 37%削減

砂使用量 300kg 360kg 17%削減

離型剤使用量 0.005リ ットル/片枠 0.01リ ットル/片枠 50%削 減
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2.機器の技術的特徴および効果

2.1 技術的特徴

(1)エ アレーション砂入れ

従来の重力落 卜による砂入れ方法 (図

1)は 、必要な砂を均 ^に 充填すること

ができないため、砂を多目に投入し余分

な砂を掻き落とす無駄が発生していたが、

エアレーション砂入れ (Ⅸ12)で は、砂

を低llエ アーで流動化し鋳枠内に必要 L:

を均 ^に投入するため無駄砂がゼロとな

った。

大量の砂を掻 き落とし

写真 l  ACEタト観

砂 こぼれ無 し

図 1 重力落下砂入れ 図 2 エアレーション  図 3 プリセッ ト

砂入れ         スクイズ

(2)プ リセ ットスクイズ

従来のセグメントスクイズ l:程 では、砂|三 縮量の差分だけ鋳型背由1に段差を

オliじ るため、サンドカッターでフラットに砂を掻き取る無駄が発生していたが、

プ lリ セットスクイズ法 (図 3)で は、スクイズフツトをパターン形状に合わせ

て出し入れしたキャビテイー内に砂入れをしてサ|:縮する逆転の発想で、11:縮 完

了後の鋳14背面はすでにフラットであるため、サンドカットが不要で無駄砂が

ゼロとなった。

(3)鋳 型高さフィー ドバック制御

従来機では、パターン形状の違いや砂性状の変動分を見込んで多目の砂で造
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砂 一次充填時

スクイズ完 」
´
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型し、不要部分をサンドカットして捨てていたが、本機では、出来上がりの鋳

型高さを検出し、目標鋳型高さとの差分の砂量を増減して常に使用砂量を最小

限にするようにフイー ドバック制御 している。これら(1)(2)(3)の 技術により従

来と比較 して 20%程度の砂使用量削減を実現 した。

(4)ACE解析モニター

本機ではアクチュエーターの動きやバルブの作動、油圧・空圧圧力をモニタ

ーする解析システムを導入したことにより、メンテナンスエ数を低減するとと

もに、機械稼動データをお客様とメーカーが共有することで トラブルヘの早期

対応、ダウンタイムの短縮を実現 した。

(5)造型工程の複合化によるダウンサイジングと高速化

本機では、エアレーション砂入れ部とプリセット

スクイズ部の一体化、フレームレス構造と造型ヘッ

ドが上下する今までに類のない方式によるダウンサ

イジング弊社従来機容積比 1/8(図 4)、 造型ヘッド

下降工程の重力利用による使用エネルギーゼロ化や、

油圧シリンダの二重構造化等による消費エネルギー

弊社従来機比 1/3等 を実現するとともに、造型工程

数を従来の 7工程から4工程に短縮 し 20%のサイ

図 4 機械サイズ比較

(対弊社従来機比)

クルタイム短縮を実現 した。

(6)ク ローズドタイプの離型剤塗布装置

従来機では、開放状態でパターン面に離型剤をスプレーしていたため、飛散

による環境の悪化と塗布効率の低下があつたが、本機では、閉状態の枠内にス

プレーするため、環境改善とともに離型剤使用量を 1/2に削減した。

2.2 効果

本機の省エネルギー性は、動カエネルギー削減に留まらず、ダウンサイジング

がもたらした、本体を製作するためのエネルギー、基礎工事や据付に掛かるエネ

ルギーの削減、造型性能向上による製品のニヤネットシェープ化がもたらす、溶

解材料や仕上げ加工工数の減少もエネルギー消費を大幅に削減した (表 2、 表 3)。
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ランニング消費エネルギー削減量

項 目 ACE-4
弊社従来機

(APS 4)
削減効果/年

油圧動力 22kW 74kW 20.8,「」kWh

砂処理動力 14kg/枠 (こ |ま オt砂 ) 97kg/本午 3万 トン

エアー消費量 3.5mら (Normal)/本牛 9m3(Normal)/オ十 2,000,000m3(Normal)

離型剤消費量 0.01リ ットル/枠 0.021リ ッ トル/本午 3,750 リ ッ ト,レ

保守費用 5,000千 円 10,000千 円 5,000千 円

製品軽量化 平均 57kg/枠 |′ 均 60kg/枠 1,080t

仕_Lげ I:数肖J"成 1,000Hr/月 1,250Hr/月 3,000Hr(十 卜_Lげ )

不良率低減 3% 4.5% 320t

表 2 ランニング消費エネルギー (稼働時間 4000時間/年 )

3.用途

2000年 5月 にプロトタイプを発表以来、2002年 12月 現在の販売実績は 22台 と

なり、省エネルギーと製品品質向上を目的として、国内クト自動車部 171メ ーカー鋳

造工場を中心に現在 10台が順調に稼動中で、2003年 夏までにさらに 12台が稼動

を開始する。

表 3 イニシャル消費エネルギー (稼 1動時間 4000時 間/年 )

イニシャル消費エネルギー削減量

項 目 ACE
弊社従来機

(APS 4)
削減効果/年

機械本体重量 12ト ン 32ト ン 20 卜)/

基礎工事費用 80m3 260m. 180nll
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