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ヘリウムガスを用いた一室加圧型鋳造における鋳型空洞の圧力挙動
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Abstract：
Quality of titanium castings was affected by titanium casting methods and a characteristic of mold. We
examined the pressure behavior of a mold cavity in one chamber titanium casting system operated with helium
and argon gas. The increasing pressure rate at the beginning of the casting depended on both the gas type and
gas permeability characteristics of the mold. The maximum of the difference pressure corresponding to the
driving force for casting was similar under the same molds suitable for the pressure casting system regardless of
gas type. Meanwhile, after the casting pressure reached the maximum, the pressure quickly decreased, and in
some cases, the decreasing rate of the pressure with helium gas was higher than that of the pressure with argon
gas. Accordingly, the argon gas was suitable for the one chamber titanium casting system. That was because the
higher casting pressure was applied to the mold cavity for a long time. The behavior of casting pressure
depending on both the gas type and the gas permeability characteristic of mold might have a strong influence on
the formation of casting defects.
抄録：
チタン鋳造体の品質は，チタンの鋳造方法と鋳型の特性に左右されやすい．今回，一室加圧型鋳造機でヘリウムガ
スとアルゴンガスを用いてチタン鋳造をおこなう際の鋳型空洞の圧力挙動を検討した．ヘリウムガスとアルゴンガス
の圧力の増加率の挙動は，ガス種と鋳型の通気度に依存した．また，鋳込みの駆動力となる最大の圧力値は，同じ鋳
型では両ガスともほぼ同じであった．しかし，鋳型によってはその圧力値が最大になった後，ヘリウムガスの圧力は
アルゴンガスのそれよりも速く減少した．したがって，一室加圧型鋳造機では，アルゴンガスを使用することが適切
であり，ガス種と鋳型の通気度に依存する圧力挙動が鋳造体の欠陥生成に影響すると推測された．

【緒

技術が必要である．一般に材料の加工方法には，機械加

言】

工と鋳造加工があり，機械加工としては，近年，CAD/
CAM が急速に発展し，複雑な形態も加工できるように

チタンは生体親和性に優れるために医療において多く

なった．もちろん，チタンの CAD/CAM も可能となっ

用いられている．歯科ではチタン製の金属床やクラウン

た 2，3）．しかし，CAD/CAM はその設計データの準備に

1）

などの補綴物およびインプラントが使用されている ．

時間がかかることや切削工具の消耗などの問題がある．

これらの補綴物などを製作するには，チタンを加工する

他方，鋳造によるチタンの加工もかなり発展してきた．

－ 21 －
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チタンは非常に活性な金属なので，鋳造の際にはチタン

【材料と方法】

溶湯と鋳型材とが反応するため鋳造は難しく，専用の埋
没（鋳型）材および鋳造機が開発され，1980 年代半ば
試料

にチタンの歯科鋳造修復物の鋳造が可能となった 4）．
歯科におけるチタンの鋳造は，迅速性と単品製造とい

実験に用いた埋没材は，
一室加圧鋳造に推奨されている

う制約のため，工業界で適用されているチタンの鋳造方

T-INVEST（ジーシー）と T-INVEST C&B（ジーシー）
，

法をそのまま歯科鋳造用に応用することはできなかっ

この他に Titavest CB（モリタ）の３種類の埋没材を使

た．そのために，初期のチタン鋳造用埋没材は，歯科鋳

用した．それぞれメーカー指定の練和液を使用し，真空

造で用いられていたシリカ系リン酸塩系埋没材を改良し

練和後，円柱形（直径 16 mm，高さ 10 mm）の型枠に

たアルミナ，マグネシア系の埋没材を使用していた．そ

入れて硬化体を作製した．それぞれの硬化体をメーカー

の後，
マグネシア系の非リン酸塩系の埋没材が開発され，

指定の加熱条件に従って加熱し，加熱後は室温まで炉冷

チタン溶湯と鋳型材との反応がさらに軽減され，鋳造体

した．これらを試料とした．試料の側面からガスが漏れ

の機械的性質や適合性が向上した

5，
6）

ないようにテフロンテープを巻きシールした後，次に述

．

チタンの鋳造に関しては，従来の歯科用遠心鋳造法や

べる圧力測定用アタッチメントにセットした．

加圧鋳造法を応用した鋳造機が開発された．チタン専用
の埋没材と鋳造機により，臨床的には問題ないチタンの

鋳造機と圧力測定
実験には一室加圧型鋳造機（AUTOCAST HC-Ⅲ，

鋳造体ができるようになった．ただ，加圧鋳造法による
チタンの鋳造では，メーカーが推奨するチタン鋳造用埋

ジーシー）を使用した．鋳型と鋳型空洞との関係を摸し

没材を使用した場合であっても，鋳込み不足や内部欠陥

たアタッチメントを鋳造機の扉にセットし，鋳込み時の

7）

鋳造室内の圧力と試料を透過してくるガスの圧力を測定

などが生じることが報告されている ．
一般にチタンの鋳造には不活性ガスとしてアルゴンガ

した（Fig. 1）．測定には圧力センサー（KH17，長野計器）

スを使用している．これはチタン溶湯が非常に活性であ

を用い，センサーの出力を記録計（MC6735，渡辺測器）

るため不活性雰囲気中で溶解しなければならないからで

に入力した．センサーの出力電圧を記録したチャート紙

ある．チタンの加圧型鋳造法で，アルゴンガスを用いた

からその電圧が上昇し始めた点を時間の始点として圧力

場合の鋳型空洞の圧力挙動について既に報告した 8，9）．

と時間との関係を求めた．実験にはヘリウムガスまたは

また，渡辺ら

10，
11）

は鋳造圧に関する解析をおこない，

鋳造圧は鋳型の通気度など多くの因子が関係すると報告
している．さらに井上

12）

や米田ら

13）

は，一室加圧型鋳

アルゴンガスを使用し，鋳造機のガスリザバータンクお
よびガスボンベの設定圧力を 0.7 MPa とした．測定は 3
回おこなった．

造では通気度の低い鋳型の方が鋳込み率が大きかったと
報告している．これらの報告によれば，加圧型鋳造法で

統計処理

は鋳込みの駆動力となる圧力が鋳型の通気度に依存する

圧力の測定結果から求めた圧力の増加率の統計処理に

ことが推測される．すなわち，加圧型鋳造法のうち，一

は Student の t 検定を用いた．有意水準を 5% とした．

室加圧型鋳造では通気度が小さい鋳型が，二室加圧型鋳
造ではそれが大きい鋳型が適すると思われる．
ところで，加圧鋳造によるチタンの鋳造においてアル
ゴンガスにかわってヘリウムガスを用いた場合，チタン
鋳造体に生じる微小孔が軽減したとの報告がある 14）．一
方，
Zinelis 15）は二室加圧型鋳造機においてアルゴンガス，
ヘリウムガス，キセノンガスとクリプトンガスの不活性
ガスをチタンの鋳造の際に使用したところ，鋳造体中の
微小孔は，ヘリウムガスの場合最も多かったと報告して
いる．これらの結果の相違は，鋳造機構の違いの他に使
用した鋳型やガスの特性に関係していると考えられる．
本研究は，加圧型鋳造法のうち一室加圧型鋳造機にお
いて，ヘリウムガスを使用した際の鋳型空洞の圧力挙動
について検討し，アルゴンガスの場合と比較検討した．
Fig. 1: Schematic of experimental setup
－ 22 －
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とガスの粘性率が関係すると考えられる．大気圧下，温

【結果と考察】

度 290K でのアルゴンガスとへリムガスの粘性率は，そ
れぞれ 22.09，19.41μPa s であり，高圧下では，その値

圧力挙動

がやや大きい 16）．したがって，アルゴンガスよりもヘリ

試料がセットされていない場合（ブランク）とセット

ウムガスの方がガスの粘性率が小さいので，ヘリウムガ

した場合の圧力挙動を Fig. 2 に示す．ブランクの場合，

スは試料を速く透過しやすく，圧力の増加率が大きい．

圧力は急上昇し，0.2 s ではヘリウムガスで約 0.4 MPa，

一室型鋳造機では，鋳造室と鋳型空洞の圧力雰囲気は

アルゴンガスで約 0.36 MPa であった．その後，圧力は

同等であり，鋳型空洞のガスは鋳型壁を通して外に排出

緩やかに上昇し，ガス導入後 1 s 後ではヘリウムガスで

する．しかし，鋳込み時には逆に鋳型壁を通して鋳造室

約 0.52 MPa，アルゴンガスで約 0.47 MPa に到達した．

のガスが鋳型空洞に侵入する．すなわち，ガスが速く透

ガスの導入から 0.2 s 間において圧力と時間とが直線関係

過しやすい鋳型ほど，外からガスが鋳型空洞に流入しや

にあるとして，この間の圧力の増加率をブランクと各試

すくなる．したがって，ガスの立ち上がり速度が大きい

料について求め，Fig. 3 に示す．圧力の増加率は，ヘリ

ほど速く鋳型空洞にガスが流入することになる．ガスが

ウムガスの場合 T-INVEST では 1.2 MPa s-1，Titavest

鋳型壁を透過しにくい場合，すなわち圧力の増加率が小

-1

CB では 0.55 MPa s ，T-INVEST C&B では 0.15 MPa

さい場合は，外から鋳型空洞にガスが流入しにくい．逆

s-1 であった．アルゴンガスでは，それぞれ 1.1, 0.2 と 0.05

に鋳型空洞のガスは排出しにくく，そのガスが溶湯中に

-1

MPa s であった．Titavest CB の圧力の増加率は，アル

巻き込まれると鋳巣の原因となる．

ゴンガスよりヘリウムガスの場合のほうが大きかった．
その他の試料においては，圧力の増加率に有意差が認め

溶湯に作用する圧力
鋳造の駆動力は，溶湯が鋳込まれた際の鋳造室と鋳型

られなかった．ただ同種のガスの場合，圧力の増加率は
鋳型間で有意差が認められ，T-INVEST，Titavest CB，

空洞との圧力差である．これはブランクと各試料をセッ

T-INVEST C&B の順に小さかった．この順は鋳型の通

トして測定した圧力との差であり，この圧力差を Fig. 4

気度の順でもある．また，圧力の増加率は試料の通気度

に示す．T-INVEST C&B 以外は，圧力が最大となった
後，徐々に減少した．Fig. 4 から最大圧力に到達する時
間とその圧力値および最大圧力値が半分となる時間を求

Fig. 2: Pressure behavior of molds in one chamber casting
system operated with argon and helium gas
－ 23 －

Fig. 3: Pressure rate at the beginning of casting
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めて Table 1 に示す．ただし，T-INVEST C&B は，測

の小さい鋳型が鋳造の駆動力が大きく，しかもヘリウム

定時間内ではその圧力の上昇が観察されたので 0.2 s で

ガスよりもアルゴンガスが適すると考えられる．

のヘリウムガスとアルゴンガスの圧力値を求めた．他の
鋳造時に使用するガスと鋳型の特性

試料では鋳込み後 0.2 〜 0.3 s で圧力差が最大となり，そ
の後は，徐々に圧力が減少した．Table 1 から，ガス種

試料を耐火材の充填構造で多孔質体と考えて，その内

によらず Titavest CB の圧力差の最大値は T-INVEST

部を流れるガスの流動現象を示す半経験的な相関関係式

のそれの約 2 倍であった．また，最大圧力値が半分とな

である Ergun の式 17）を適用すると，

る時間は，同種の試料においてヘリウムガスを用いた方

ΔP/L = a ηu + b ρ u2

が 0.1 〜 0.2 s 速かった．この時間はガスの透過性，す

ここでΔP：圧力差，L：試料の厚さ，η：ガスの粘性率，

なわち鋳型の通気度に依存していると思われる．した

u：ガスの流速，ρ：ガスの密度，a, b：鋳型を構成し

がって，Titavest CB にアルゴンガスを使用した場合，

ている粒子径や空隙率が関係する定数．ΔP は，試料の

圧力が減少しにくいので鋳造における圧力の持続性とい

厚さ，鋳型の特性（粒子径，空隙率），ガスの粘性率と

う点から望ましい．

流速および密度に依存する．本実験では，ΔP は鋳型空

以上のことから，チタン鋳造における初期の圧力の大

洞とブランクとの圧力差になる．したがって，ΔP が大

きさとその持続性を考慮すると，一室加圧型では通気度

きいということは，鋳型空洞にガスが侵入しにくいとい
うことを意味している．一室加圧型鋳造では，鋳型空洞
にガスが侵入しにくいほど，鋳込みの駆動力，すなわち
鋳造圧が大きいのでこの条件が好ましい．つまり，鋳型
の特性がほぼ同じとすると，鋳型壁を厚くするか，粘性
率が大きいガスを使用すればよい．また，ガスの流速は
ガスの初期設定圧力に依存し流速が大きいほどΔP が大
きくなるので，ガスの初期圧力は大きいほうがよい．
気体の粘性率と温度との関係は気体分子運動論に基づ
き，気体の粘性率は絶対温度の 0.5 乗に比例する 18）．し
たがって，鋳造の際には鋳型が高温であるので導入され
たガスは室温から高温へと急激に温度上昇し，粘性率が
大きくなりΔP が大きくなる．
したがって，高温鋳型にチタンを鋳造する場合は，圧
力の増加率が室温鋳型の場合よりも小さく，鋳込み時の
圧力が最大となる時間も遅くなると考えられる．
実験に供した鋳型のうち通気度が最も小さい
T-INVEST の場合では，両者のガスともにΔP が大き
く，測定した時間内ではΔP は減少しなかった．これは，
Ergun の式の a, b 定数に関係する鋳型を構成している
粒子径や空隙率が大きく寄与するためと考えられる．
上で述べたようにガスの粘性率やΔP の大きさを考慮す
ると，一室加圧型鋳造には，アルゴンガスが適する．この
ガスは入手しやすく，経済性からしても好都合である．

Fig. 4: Differential pressure in one chamber casting system
operated with argon and helium gas

Table 1 Behavior of maximum differential pressure and time in one chamber casting system operated with argon and helium gas
Ar gas

He gas

Specimen

Maximum
Differential

Time (s)

Half time (s)

Maximum
Differential

Time (s)

Half time (s)

T-INVEST
Titavest CB
T-INVEST C&B

0.16
0.31
（0.36）

0.2
0.3
0.2

0.4
0.8
−

0.17
0.30
（0.39）

0.2
0.2
0.2

0.3
0.6
−

－ 24 －
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