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１．はじめに

消失模型鋳造法は，1958年アメリカのH.F.Shroyer によって Cavityless casting mold として発明

（特許）された後，1964年のT.R. Smithらの乾燥砂法（特許）と 1969年のA. Wittmoserらによる

乾燥砂に加圧と減圧を作用させるFloat / Underpresure Mold の開発が現行プロセスの原型となって

いる．工業化としては，ドイツ Gruenzweig & Hartmann 社が Shroyer 特許の実施権を獲得、A.

Wittmoser を中心に工業化技術の開発を進め，本プロセスを実用化した．

日本では，油化バーデイシェ（株）（現 JSP）が国内の再実施許諾権を G+H社から取得，同時に国

内の関連特許の再実施権も取得してライセンス活動を開始．三菱重工（株）と共同で実用化技術を確

立．1965 年から国内の鋳造会社に再実施許諾を開始したが，多い時には実施者は 120 社余りを数え

たといわれている（1994年ライセンス活動終了）１）．

当時は，従来法に比べ，環境に優しいプロセスであり，ニアネットシェイプ化がはかれる等，多く

の特長を有する画期的な鋳造法として取り組まれたが，発泡樹脂模型による残渣欠陥や変形等が発生

し易いことから，新規の立ち上げに時間を要する場合もあり，実施に至った会社は少なく，現在もそ

の数は 30社前後にとどまっている．我が国の本プロセスによる総生産割合は少なく 3万トン/年程度

であり，世界の国々においても未だに消失模型鋳造法による生産割合は僅少である．

一方，近年鋳物で台頭する中国の消失模型鋳造法（以後 EPCという）は，1995年の統計で 0.72万

トン／年であったのが，この数年で消失模型鋳造法による鋳物生産量が急激に伸びており，EPC 工場

の集約化・大型化が進んでいる．2009年の総生産量は43万トン／年，1万トン以上企業数 7社 ，そ

して 2012年における総生産量は未発表ながら 1万トン以上の企業数が 30社，5万トン以上の企業数

が 3社との報告２）がある．

ここにきて，日本においても，今まで EPCに関心がなかった 2,3の大手を含む多くの会社が導入を

検討しつつある．これには中国における本プロセスの急激な成長に対する評価と砂再生率が 100％に

近く，新砂の追加が不要に近いという特徴が意識されていると思われる．その背景には珪砂採掘の全

面規制が東南アジア諸国を中心に間近に迫っていること，さらには遊離けい酸規制が取り沙汰されて

おり，近年，造型への人工砂の適用が注目を浴びていることがある．

とくに EPC については、人工砂使用によって、初期コストは高くも遊離けい酸含有量が少なく，

破砕が少ないため，粉塵化飛散，廃砂量，新砂添加量を皆無に近くすることが可能である．さらに，

EPC は粒形が丸形で振動流動性に優れた人工砂の適用が最も効果的に機能する鋳造プロセスである

ことは言うまでもなく，人工砂使用の優位性は明かである．

参考文献１）田村尚巳，第 86回消失模型鋳造法研究会資料 №20-86-1，平成 21年 6月 16日

参考文献２）李増民，2012 年中国第 5 届消失模鋳造技術国際会議論文集 P.1－10「中国消失模鋳造技術の

発展と将来展望」

２．消失模型鋳造法研究会について

1986 年，（社）日本鋳造工学会関西支部の研究部会として，EPC の基本技術の標準化と技術の向上

を目的に消失模型鋳造法研究会が設立された．当初から関西地区に関わらず広く日本各地からの参加

があり，産学官の協力の下，日本における唯一の消失模型鋳造法に関する研究委員会として学術研究



から生産技術，生産現場の問題点までを取り上げ幅広い視野に立ち情報の発信を続けている．研究会

組織を次に示す．

本年（2013年）11月27日には，会員

（企業 60社，学校その他27名）をはじ

め多くの関係者の熱誠な支持応援を得て

第 100回記念大会を一般公開する（案内

は鋳造工学会誌 10月号掲載）．

また，消失模型鋳造法研究

会は台頭する中国の EPC業界においても，

日本消失模鋳造協会として広く知られて

いる．中国では，1988年に中国鋳造実型

鋳造専業委員会が設立され，2004年から

は隔年毎に消失模鋳造技術国際会議が参

加者 400名規模で開催されている．当初

より交流の最も深い団体として当研究会

が位置付けされており，2012年の第 5回

大会まで毎回研究会委員長以下数名が特

別招待され，交流を深めている（図 1）．

講演会場 梁委員長の特別招待者紹介 EPC工場見学会

中央が筆者 天津瑞普天晟汽車零部件制造有限公

司;10000ｔ/年，30枠/h

図１ 中国第 5回消失模鋳造技術国際会議（2012年10月 10－12日 中国天津市武清開発区）

３．消失模型用塗型剤の標準試験方法改訂小委員会について

平成 6年に消失模型用塗型メーカーが品質管理をするための試験方法と鋳造メーカーが品質チェッ

クをするための試験方法をまとめるため、研究会内部に塗型剤標準化小委員会が設けられた。そして、

主査の三宅先生（関西大学）を中心にして塗型メーカー、鋳造メーカー及び大学関係者 8名の委員に

よって多くの基礎研究と討論が重ねられ、平成 8年には「消失模型用塗型剤の標準試験方法」冊子が

出版された。

しかし、それから 15 年が経過、消失模型鋳造法の普及と技術的進展もある中で、現状に沿った塗

型剤の標準試験法冊子に改訂するため、新たに追加すべき標準試験を検討することになった。

そこで、準備委員会を経て平成 23年４月27日に第 1回塗型剤の標準試験方法改訂小委員会を改め
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て開き、新規追加標準試験として、下記項目について実施・検討することを決めた．

・ 塗型剤の吸湿試験

・ 塗型剤の熱間通気度測定

(含 吸引式通気度試験方法)

・ 塗型強度の検証方法としての歪ゲージおよび

作動トランス法

・ 塗型液中に含まれる気泡含有量の評価方法

・ チクソトロピーインデックス

・ 熱伝導性試験

以後，小委員会は 2年にわたって毎月開催され，そ

の調査・実験報告及び討論の成果として「塗型剤標準

試験法」冊子への追加・改訂事項をまとめた．今回の

追加・改訂で，とくに重要な項目である「5.見掛け粘

度比測定法」を記載例として概略紹介する．

5.見掛け粘度比測定法

消失模型鋳造法の塗型評価試験方法として現場でも簡便に利用できる事を目的に「4.付着重量、付

着厚さおよびタレ時間測定法」が規定されているが塗型液の様な非ニュートン液体は試験片に塗型を

付着させる条件や人的な要因により影響を受け易い.またこの事はユーザーでの試験結果とメーカー

での試験結果の整合性が得られ難い事にも繋がる．そこで試験片に塗型を塗布する事無く「3.粘度測

定方法」を利用してより簡便に測定できる方法を規定する．

5-1 適用範囲

この規格は、消失模型用塗型液を試験片に塗布しない状態での付着や液タレを評価する。

5-2 用語の意味

塗型液は溶剤(液体)に耐火物からなる骨材(固体粒子)を分散させた分散系液体であり発泡模型への塗

布性や作業性を有する．そのため非ニュートン流体(Non-Newtonian fluid)としての特性を与えられて

いる．そのため疑塑性流体/構造粘性流体(Pseudoplastic fluid /Structual Viscocity fluid)，ダイラタン

ト流体(Dilatant fluid)，塑性流体(Plastic fluid)[ビンガム流体(Binhgam fluid)]，時間依存性流体

(time-dependent)[チクソトロピー(thixotropy)、レオぺキシー(Rheopexy)等の複数の特性を併せ持つ．

ここでは正確な表現となる様に回転数を変えて測定した見掛け粘度の比を意味する「見掛け粘度比」

と称する事とした．（以下は省略，5-3 試験装置及び器具，5-4 試験方法，5-5 表示方法など）

４．EPCにおける砂の選択

一般に細粒な砂は粉粒体としての安息角が小さく、加振状態下で良好な流動充てん性を示す。その

ため、細粒の砂は塗型膜をバックサンドとして密な状態でささえることができ、さし込み・焼着き・

肌荒の防止に効果が大きい。しかし粗粒砂に比べて振動圧縮率（コンパクタビリティ）が大きいため、

良く制御された振動造型工程が求められる。

一方、粒径と通気度の関係も十分配慮すべきである。EPCでは従来から、”大物には大きい砂を、小

物には小さい砂を”といわれてきた。そして小・中鋳物が多い量産型 EPC では粒度指数（JIS）が 60

～70の砂がよく使われていた。しかし、近年、砂の通気度が重視されるようになり、鋳造品の大小に

かかわらず、少し粒径が大きい平均粒径 0.4mm前後の砂の使用例が多くなっている。発生ガス量の多
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い PMMA 系模型の使用頻度が多くなったことや優れた通気性を有する塗型の市販もその傾向を助長し

ている。

粒度分布は単一粒径砂が通気度と流動性に優れており，EPCにとって理想である．

阪口は、けい砂の粒度指数と通気度の関係（両対数）の一例を示している。砂の号数による分類は

対数でおこなわれており、例えば 5号砂と 6号砂を同量混合した場合、砂の通気性は 6号砂に近くな

る。また少量の微粉が混入した場合も粒度指数としては高くなるが、その時の通気度も粒度指数に対

応した値となる。

図 2は、大・小径ショット玉混粒体におけるかさ密度とボイド率に及ぼす混粒比率の影響を示す。

微細粒砂の混入は通気性を著しく劣化させることが分かる（頃安，池永）。

無粘結砂を用いる EPC（減圧法）では砂の熱的・機械的破砕による微細粉砂・パンの生成は少ない。

50-100トン／月程度の銑鉄鋳物生産ラインの新砂追加は数ヶ月に１トン弱で、集塵ダスト以外の廃砂

は発生しない。

造型ステージ（フラスコへの砂投入時）や解枠・砂再生ライン（クーラー）で吸引集塵を行うため、

塗型材の異物・微粉や砂の破砕による微細砂やパンが回収再生砂に混在することはほとんどない。

Al合金の場合は、鉄系に比べて低温鋳込みであるため、ガス発生が少なく、また比重も軽いため７

号,8号砂を用いても無減圧・トップゲートの鋳造が可能である。しかし、無減圧・低温鋳込みを繰り

返し続けると、とくに小物の場合，模型の熱分解生成物の砂中への残留蓄積が多くなり、臭気と砂の

流動充てん性に問題が生じる。それは細粒な砂ほど傾向が著しい。日本では欧米と異なり Al の EPC

工場は非常に少なく、数社のみであるが、I社では鋳鉄の EPCラインで使用している砂（パール 25）

とフラスコを併用した無減圧法で上記の問題を解決している。

次に、砂の粒子形状については、一般的に粒形係数 E1.40～1.10の砂が使われている。

球形に近い砂ほど安息角が小さく、振動流動性は良好であるが、中子形状と振動形態によっては加

振早期に締まり過ぎ部分が生じ、振動伝播に悪影響を及ぼし全体の流動充填が進行しないことがある。

また石垣効果も考慮する必要がある。

水平方向中子への砂振動充填試験では、球形に近い人工セラミックス砂（粒形係数E=1.10）の完全

充填は相当な砂圧（砂高）が存在しない限り困難であり、むしろ粒形係数Eが1.20以上の多角形の砂，

たとえばパールサンドやフリーマントル，アルバニーサンド，フラタリー等がよく使われている。



５．けい砂と人工砂

けい砂採掘の全面規制が東南アジア諸国を中心に間近に迫っていること、さらには遊離けい酸規制

が取り沙汰されていることもあり、低熱膨張で球形に近く熱的・機械的破砕による粉塵化飛散の少な

い人工砂の適用を検討することも今後重要と考える。

とくに、EPC は砂再生率が 100％近く、砂が消耗しないため、高価ではあるが人工砂の導入が容易

である。しかし、前述の振動による流動充填性（含石垣効果）の問題や低熱膨張砂としての鋳型壁移

動形態に合った方案の変更など、人工砂の導入については十分に注意が必要である。

６．振動テーブル

我が国で適用されている振動（方向）は、欧米の水平 1 軸振動（後述）中心と異なり、垂直－

水平多軸振動が当初より一般的である。最近は、その中でも共振うなりの発生がなく、静かで

安定した円振動の利用が多くなっている。

加振力は両振幅 0.25mmp-p 前後・加速度 9.8m/sec2（1.0Ｇ）前後・振動数 40c.p.s 前後が

推奨されている。なお、EPC 鋳物生産量が中国第一の陝西法士特集団鋳造公司でも 3 機の円振動テ

ーブル（北京天哲消失模鋳造技術有限公司製・世界特許申請中（後述））が使われている（15枠／ｈ・

3 ライン）。

７．左右2つの偏心おもり振動ユニットを備えた円振動テーブルの機構

同方向に回転する2つの振動ユニットが，振動系（フラスコとテーブル）の重心位置高さ（テーブ

ル下部側面）に取り付けられたセンター駆動方式（図 3-1）とテーブル底部に取り付けられた加振源

オフセット駆動方式（図 3-2）がある。

前者の方式で円振動を得るためには、偏心おもり間でおよそ90度の位相差を維持するように左右連

動で同期回転させる必要がある（図3-2,3）。前者の場合は位相差 0で自然に同期回転することで効率

良く円振動が得られる。

しかし、同期状態が不安定になる場合があり、左右振動ユニット間を前者の方式と同様に連動回転

させている事例もある。

振動軌跡

Center 駆動
Offset 駆動

稼働中に両モーターの位
相が180°ずれ,振動形態

が変化する場合がある
（ヨーイング現象）

図３－１

タイミングベルトによっ
て両モーターの位相差
を約90°に固定した

図３－２ 図３－３ 垂直面円振動テーブルの構造および機構



８．左右４つの偏心おもり振動ユニットを備えた振動テーブルの機構

欧米では、振動方向を自由にコントロールできるゲート型をしたセンター駆動方式の多次元振動テ

ーブルが多用されているようである。外観は Vulcan Engineering Co.のホームページに掲載されてい

る（図 4）。

図 5 GEMCO製の振動テーブル

筆者は同型の振動テーブル（GEMCO製オランダ・図 5）を昨年ロシア西部サマラの EPC工場Ｓ社（Al，

鋳鋼，鋳鉄）で見かけ、先方からの依頼もあり振動計測をした。

本テーブルは４つの偏心おもり振動ユニットの回転をそれぞれベクトルエンコーダー等を用いて電

気的に正確に制御することで水平 1軸振動、垂直 1軸振動、円振動その他多次元振動を自由にフラス

コに伝えることが出来る機構を有している（図6）。Ｓ社は完全な 1軸水平振動を目指していた。しか

し仕様書通りの制御（Turn－Key ベース）では垂直振動成分がかなり発生しており、改善策を求めら

れた。各振動ユニットの位相差制御が間違っているか、あるいはベクトルエンコーダーの制御能力不

足のどちらかが原因と考えられる。日本では水平 1軸振動適用の事例はない。



９．各種振動による砂の圧縮性

図 7は各種振動による砂の見かけ容積の減少度（かさべり度・コンパクタビリティ）と振動時間の

関係を示している。円振動が最も優れ、垂直－水平多軸振動、水平 1軸振動、垂直１軸振動の順に劣

っている。

10．消失模型鋳造法で台頭する中国

中国だけが最近の十年間で消失模型鋳造法による生産量を急速に伸ばしている（2001 年 6.8万ｔ／

年→2009 年 42.7 万 t／年世界第一位）。最大消失模鋳物単重は 13 ﾄﾝ．現在，ある程度以上の規模の

企業は 150社あまり．1万ﾄﾝ／年の企業 30社の中、生産能力 5万t／年の企業が3社（李増民：中

図 8 陝西法士特集団鋳造公司

国鋳造協会第 5回消失模鋳造技術国際会議 2012.10論文集

より）．

以下に現在の中国消失模鋳造の現状・実態を示す情報事

例を記す．

陝西法士特集団鋳造公司（図 8）: 生産量5万t／年の中国

第一の消失模企業であるが，他に山西省華恩機械製造有限

公司など同規模の企業が 3社ある．

中国 PMMA： 杭州凯斯（Keyes）特化学工業有限会社は中国 図9 中国版円振動テーブル

（2012.4北京鋳物展示会）

図7 振動による砂の圧縮（かさべり度）
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長時間にわたって砂の充填圧縮が続く



唯一の PMMA製造メーカーで，PMMA共重合体価格は日本の半値以下・125kg単位約 600円／kg（6万元

／ton）輸出も可とのこと（韓暁紅副総経理）．

中国版円振動テーブル（図 9）： 北京天哲消失模鋳造技術有限公司の LIU TAO総経理らは2007年に日

本鋳造業視察団として来日した際，円振動ﾃｰﾌﾞﾙの見学をしている．

前出（図 1）の天津瑞普天晟汽車には 3台を納入．

中国塗型： ベトナム、ロシアにも輸出されている（アシュランド・ホセコ）

任丘市現代模具有限公司： 従業員 130名・3次元 CAD設計技

術者 8名・大型ＣＮＣマシニングセンター15台による発泡金

型・予備発泡機・成形機製造販売．2011 年 12 月に筆者が個

人的に訪問した時，発泡樹脂模型成形用金型見積価格は数年

前に比べ倍以上日本の 7,80％近くまで急騰していた．また現

代模具ホームページには日本消失模鋳造協会の訪問・指導を 図４ 任丘市現代模具有限公司

受けたとの記事が載せられた．

11．（補）ロシアの消失模型鋳造工場

ノヴォシビルスク市（シベリアの中心的都市）の AIT 社（工場 20 名・事務 20 名・新設の中国製

EPCライン）、カチャカナル市（ロシア連邦中央部）の METALIST 社（1000名・Mn4％鋳鋼・ステ

ンレス鋳鋼・2000 ﾄﾝ／月・EPCは準備中）、サマラ市のSOEZ 社（EPCラインはヨーロッパ仕様）

の 3社を訪問した（2012.6.14～）。

各社とも一定の実績と見識を持っている。しかし、国産の資材・ライン設備は見当たらず、中国製

が中心で、その他オランダ、ドイツ製と様々であった。各社とも新設ラインを購入する際には、Turn

－Keyベース（鍵を回せば機械が動き出す、という状態）のラインを望んでいた。

生産品目は小物鋳鋼品が中心であるにもかかわらず、PMMA 発泡模型の使用実績はない。某社では

工程内の不良率５～６％，返品分を入れると不良率７～８％とのことであったが、今後の EPCターゲ

ットは大物鋳鋼品（鉄道車輪部フレーム・450kg）で、部分的にライン準備が始まっていた。

12．ベトナムの消失模型鋳造工場

船舶輸送器機製造メーカーの(株)岡本鉄工（下関市）が、ハイフォン市（ベトナム北部最大の港湾

都市・人口 50万人）内に自社製品部品製造専用の消失模型鋳造工場 OST CO ,. LTD（鋳鋼 SCW410・

10 数キロ～350キロ）を、昨年 6月に新しく設立、そのテスト操業に立ち会った。その際に、同市内

近隣の鋳鉄消失模型鋳造工場 2社（VID POL 社・HONG TUAN社 ）を訪問した。3社ともライン

設備・資材は砂を除きすべて中国製であった。

OST CO ,. LTDが使用している砂は輸送費の関係もあり、ベトナム・ダナン産けい砂（川砂、SiO2：

99.5%、粒径0.6～1.3mm）。運賃を含む値段は日本の1/3程度の60万ドン／トン。なお、約20名の工

場従業員の給料は約 2万円（女性事務員 8000円）とのこと。

他の 2社は微粒砂の 6～7号けい砂を使っていた。消失アドバイザーとしての中国人技術者の割拠が見

受けられ、我が国では見られない鋳込時の吹き返し防止用方案・砂の乾燥装置・湯口/掛堰接合方法・

その他、参考になるものがあったが、小物が中心で品質は良くなかった。

13．おわりに

鋳物で台頭する中国は、消失模型鋳造法の分野においても世界一の大国であるが、現状の技術・品



質からは強国とは言えない。この一,二年、中国では鋳機・資材の急速な技術開発・研究そして国産化

が進んでいるが、中国人のこだわりのない気質から判断して当分の間、状況に大きな変化はないもの

と思われる。消失模型鋳造法は鋳物製造だけでなく鋳物の用途開発の有力な手段としてもっと利用さ

れるべきである。そして消失模型鋳造法は、日本における鋳造業界の将来を考える上で、量産品が海

外で生産される状況の中、従来の鋳造法では生産ができないような複雑形状かつ高品質の鋳物を日本

国内で生産するための重要な役割を担うことになると予想される．


