鋳造 CAE 活用による鋳造欠陥定量評価手法の検証
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Abstract:

This report focuses on thin solidification layer with oxide film which influences mechanical property, and gas
inclusion, which is known as the main defects in die casting. Assessment method is concerned in order to evaluate
defects ascribable to those two factors. Contact time with molten metal and air at head of the molten metal is
calculated and evaluated amount and position of oxide or trapped air.
Validity of this method is evaluated by water model test so as to observe molten metal flow. In addition, results of
evaluating defects of Mg injection-molded article are reported.

１．緒言

具体的には、湯先における溶湯と空気の接触時間を算

ダイカスト成形は、生産性が高いこと、寸法精度が

出し、その値を流れに従って移流させることにより、

高いこと、複雑形状を単一工程で成形可能なことから、

酸化物や巻き込み空気の量と位置の評価を実施し、溶

軽合金鋳物の工業製品に広く使用されている。また、

湯の流れ観察が容易な水モデル可視化実験により本手

環境問題などから製品の高性能化、軽量化への要求が

法の妥当性を検討した。更にこの知見をもとにマグネ

高まるとともに、材料費高騰によりさらなる低コスト

シウム射出成形品による欠陥についての再現解析を試

化が必要とされ、良品率や生産性の向上などをこれま

みたので、得られた結果についても併せて報告する。

で以上に強力に推進する必要がある。
良品率を大きく左右する金型方案や鋳造条件は、従
来、熟練者の経験値・勘、そして理論値を頼りに決定

２．計算方法
２．１

基礎式

されていたが、近年、設計支援・試作回数の低減を図

湯先と空気の接触時間を算出するプログラムは、鋳

る目的で鋳造 CAE の導入が加速されており、その有効

造 CAE システム ADSTEFAN の湯流れ解析プログラムをベ

性が認められている。しかし品質向上に影響する諸条

ースとして開発を行った。ベースとなる湯流れ解析プ

件は複雑に絡まっているため、金型設計や鋳造の経験

ログラムには、数値解析法として有限差分法、界面捕

をある程度積まないと、CAE の結果を適切に評価が出来

捉法には VOF(Volume-of-Fluid)法を用いた。基礎式に

ないことが問題となっている。

は非圧縮性流れを仮定した Navier-Stokes 方程式を用

本報告では、ダイカストにおける主な欠陥のうち、

いた。連続の式と運動方程式を以下に示す。

機械的性質に大きく影響を与える酸化被膜を伴う薄い

∇ ⋅u = 0

凝固層や、ガスの巻き込みによる欠陥に着目し、これ

∂u
1
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らに起因する欠陥を容易に評価できる手法を検討した。

ここで、 u は速度ベクトル、 ρ は密度、 p は圧力、ν は
動粘性係数、 F は体積力ベクトルである。
２．２

湯先と空気の接触時間

湯先と空気の接触時間 tc を示強変数と考え、その移
流を流体率 f を考慮して保存形式で表すと次式のよう
になる。

d ( ft c ) ∂ ( ft c ) ∂ (uft c ) ∂ (vft c ) ∂ ( wft c )
+
=
+
+
dt
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∂z
計算では DA 法、風上差分を用いて流体の移流を評価し、
サーフェスセルにおいてのみ時間刻み幅を tc に加算し
た。
３．水モデル可視化実験
３．１

目的

水モデル可視化実験結果から空気巻込み状況と湯先
位置を確認し、解析結果と比較することで開発プログ

図 2.

試験部外観

ラムの妥当性を検討する。
３．２

実験装置及び実験方法

図 1に本実験で使用した実験装置の概略図を示す。
装置は主として水タンク①、直動式 2 ポート電磁弁②
およびアクリル型で作製した試験部③から構成されて
いる。水タンク内の水はコンプレッサからの空気圧に
より加圧されており、電磁弁を開くことで試験部へと
流入する。試験部における水の流動状態は、高速度ビ
デオカメラ((株)フォトロン製 FASTCAM-PCI R2 10KC)
④で撮影した。図 2に試験部外観を、図 3にキャビテ
ィ形状を示す。実験では湯先の状態が確認しやすいよ
う墨汁で着色した水と、気泡巻き込みの確認用に着色
していない水の 2 通りを使用した。ゲート部の流速は
約 7m/sec、高速度カメラの撮影速度は 125fps である。
図 3.
３．３

キャビティ形状

実験結果と解析結果の比較

図 4に水モデル可視化実験の充填状況および解析で
の充填状況を充填開始時間から 148msec 経過までの７
ショットを示す。実験結果は左列(a)に水の着色有り,
中央列(b)に水の着色無しを示す。図中左端に記載した
数値は、充填開始からの経過時間を表し、充填開始時
間は水がゲート部を通過した時刻として定義した。
また、解析結果は湯先と空気との接触時間(以下 tc と
記載)を接触時間の長さで色分けして示しており、湯先
や空気を巻き込んだ状態で流動が持続した領域を表し
ている。
図 1.

実験装置概略

３．３．１

判断がしにくい部位があるが(a)の結果も併せて評価

湯先位置の比較

(a)水モデル(着色有り)の実験結果から、4msec 時点

した結果、28～100msec にかけて比較的多量の空気が製

で水がゲート部分を通過し、76msec で製品部上端に到

品中央部で巻き込まれ、その後製品上部で微細な気泡

達、その後左右に分流し製品部を充填完了させている

として残留、あるいはオーバーフロー部へ流入してい

ことが確認できる。解析結果においては、124msec 時点

ることが確認できる。解析結果においても 28～100msec

での最終充填部(a)が、実験結果に比べやや上側にズレ

にかけて製品中央部で空気が巻き込まれており、その

ているものの、充填途中の湯先位置を概ね再現できる

形状が概ね一致している。また、124,148msec の解析結

ことを確認できた。

果からは、微細な気泡の巻き込みは確認できないもの

３．３．２

の tc が大きい部分として製品中央部から上部へと分布

空気巻き込み状況の比較

次に、(b)水モデル(着色無し)の実験結果から、写真
上部オーバーフロー部は撮影条件の影響で水と空気の
経過時間

(a) 水モデル(着色有り)

黒色：水

白色：空気

していることから、実験結果の気泡巻き込み位置を概
ね再現できることを確認できた。

(b) 水モデル(着色無し)

黒色：空気

(c) 空気との接触時間

tc
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水モデル可視化実験の充填状況と解析結果の比較(1/2)
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水モデル可視化実験の充填状況と解析結果の比較(2/2)

tc

４．Mg 射出成形品による欠陥評価
４．１

図 6において、空気との接触時間 tc について観察す

目的

Mg 射出成形品と解析結果との比較から、湯先と空気

ると、7～16msec にかけては主に湯先ほど tc が大きくな

との接触時間の有効性を評価する。

っていることが確認できる。17msec では、(a)に示す部

４．２

位に空気の巻き込みが確認でき、 tc も比較的大きい。

解析モデル及び解析条件

図 5に解析モデル形状を、表 1に解析に使用した材

(a)部で巻き込まれた空気は 18msec 以降消滅するが、

料物性値を示す。ゲート部の流速は約 10m/sec である。

その後は tc が大きい部分として残留し縞模様になって
いる。また、(b)部でも同様に、18msec で湯先同士が衝
突後、19msec 以降では巻き込まれた空気が消滅するが、
tc の大きい領域として残留している。この様に、過去

に湯先であった部分が合流後も、明確にその痕跡を残
すことが本評価手法の大きな特長である。一方、図 6
において溶湯の温度分布について着目すると、(a)部で
は流動限界固相率以上の温度で湯先が合流するのに対
し、(b)部では、流動限界固相率以下の温度で合流する
ことが確認できる。(a)(b)部共に比較的長い時間空気
に接していた溶湯が合流したために酸化被膜を伴う欠
陥が生じる可能性が高いことを予測できる。さらに、
図 5.

溶湯の温度分布も併せて評価することにより、(b)部に

解析モデル形状

おいては温度低下による影響に関係した欠陥が生じる
表 1.

可能性が高いことも予測できる。

解析に使用した材料物性値
製品
AZ91D
1021
1820
51.1
871
743
878

材質
比熱(J/kg ⋅ K)
密度(kg/m3)
熱伝導率(W/m ⋅ K)
液相線温度(K)
固相線温度(K)
初期温度(K)

金型
SKD61
420
7800
42.7

図 7に実際の鋳造品において観察された鋳造欠陥を、
その拡大写真および断面組織を図 8,9 に示す。図 8の
(a)部には軽度の湯境いが観察され、図 9の(b)部には、
流動停止を伴った重度の湯境いが観察された。これら
の結果から、本評価手法の有効性を確認できた。

453
５．結言

４．３

解析結果と実際の鋳造欠陥の比較

図 6に解析結果を示す。図中左端に記載した数値は、

５．１

まとめ

酸化皮膜を伴う薄い凝固層や、ガスの巻き込みによ

充填開始からの経過時間を表し単位は msec である。左

る欠陥を評価する指標として、湯先と空気との接触時

列の図は湯先と空気との接触時間、右列の図は溶湯の

間を考慮した有限差分法に基づく湯流れ解析プログラ

温度分布を示しており、流動停止などの温度降下に起

ムを開発し、水モデル可視化実験および Mg 射出成形品

因した鋳造欠陥が判断し易いように液相線温度以上を

との比較検討を行った結果、以下の所見を得た。

赤色、液相線～流動限界固相率相当温度までを緑色、

(1)有限差分法に基づく数値解析により求めた湯先位

流動限界固相率相当温度以下を青色として 3 色表示し

置、充填状況、空気の巻き込み位置は、水モデル可視

ている。ここで、流動限界固相率は、表 2に示すダイ

化実験の結果を概ね再現できることを確認した。

カストに使用される Mg 合金の流動限界固相率推奨値 1)

(2) 水モデル可視化実験において気泡の巻き込みが確

を参考に、肉厚を考慮して 10%として定義した。

認される領域を、数値解析により求めた湯先と空気の
接触時間を用いて予測できることを確認した。

表 2.

流動限界固相率推奨値 1)

肉厚(mm)
0.25 - 0.76
0.76 – 1.27
1.27 – 2.03
2.03 – 3.18

Mg 合金
10%
5 – 10%
10 – 25%
20 – 35%

(3)湯先と空気との接触時間を用いることにより、湯先
の合流部で巻き込まれた空気が消滅した後も酸化物の
存在が明確に確認できると共に、温度解結果も合わせ
て評価することにより、湯境い欠陥の予測に役立つこ
とを Mg 射出成形品との比較により確認した。
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図 6.

解析結果

５．２

今後の課題

湯先と空気との接触時間と、実成形品に発生する欠
陥との関連性について評価事例を蓄積し、より有効な
定量的欠陥評価指標として確立させることが必要であ
る。
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実鋳造品における鋳造欠陥

図 8.

(a)部の湯境い欠陥

(b)部の湯境い欠陥と断面組織

