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1 背景

1.1 はじめに
　ダイカスト部門では、生産性の向上、コスト削
減のニーズが益々高まり、ハイサイクル化が求め
られている。しかし、ハイサイクル化によって、単
位時間当たりに金型に入る熱量が増加するため、
金型への負荷が大きくなる。この熱負荷の増大に
よって、ヒートクラックが早期に発生し、金型の短
命化や［1］金型が高温になるとアルミニウム合金が
付着する焼き付きが発生しやすくなり、金型不良
の増加が懸念される。そのため、金型の熱負荷を軽
減させる手法の構築が必要であり、今回は3Dプリ
ンタを用い3次元冷却回路を導入した冷却能力の
高い金型を開発した。

1.2 ハイサイクル化の影響を受けるダイカスト金型不良
　アルミニウムダイカストでは、図1に示すよう
に金型に離型剤を付着させ（STEP1）、金型を締め
た後（STEP2）、溶けた高温のアルミニウム合金を
高速で金型内に射出し（STEP3）、アルミニウム合
金を金型内で凝固させる（STEP4）。金型は溶けた
アルミニウム合金からの入熱により高温となるた
め、金型内に設けた穴に通水して金型を冷やすが、
冷却が不十分な場合、アルミニウム合金が高温に
なった金型と反応し付着する。この現象を焼き付
きと呼ぶ。焼き付きが発生すると、金型から製品を

取り出す時、化合物が金型に焼き付いたままにな
り、焼き付き量が増加すると製品の外観品質が悪
化する。そのため、焼き付いた化合物を磨き作業

（Die polishing）により、除去しなければならな
い。現状、図2に示すようにこの磨き作業がマシン
停止割合の多くを占めており、ハイサイクル化で
焼き付きが増えれば、よりマシン可動率が低下す
ると予想される。
　また、金型は常にヒートサイクル環境に曝され
ているため、長時間の使用により、図3に示すヒー
トクラックが発生する。従って、ハイサイクル化に
より従来に比べ早期にヒートクラックが発生する
ことが想定され、それによる金型の短寿命化が懸
念される。

図1 ダイカスト工程
Fig.1 Die casting process
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要　旨 　現在、車体の軽量化に伴うアルミニウム部材割合の増加が続いており、アルミニウムダイカストのハイサイクル化
は避けられない。ハイサイクル化は、金型への熱負荷を増大させるため、金型起因の不良や、金型の短寿命化が懸念さ
れる。そこで、熱負荷を減少させるため、3Dプリンタを用いた3次元冷却回路を金型に導入した。3次元冷却回路によっ
て、冷却能力を向上させることで、金型寿命を延長し、金型不具合を低減することが出来た。

キーワード：3D冷却、金型、金型寿命、アルミニウム、ダイカスト、粉末積層造形、3Dプリンタ

Abstract 　Improvement for high-cycle of Die casting is necessary due to increasing of aluminum parts ratio of 
car body on the background of weight saving manufacturing these days. High-cyclization of die casting 
increase heat load to die casting dies so that we need to think about Die cast defects due to dies and 
die duration shortening problems. We tried to reduce the heat load by using 3D-cooling die parts. 
These parts are manufactured by Additive manufacturing. We succeeded to prolong the die duration 
and solved die problems by using 3D-cooling die parts.
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5 まとめ
　3次元電磁界シミュレータを用いて、導体だけ
でなく空間まで含めた複雑な伝搬経路を伝達特性
として抽出することによって、精度よくDC-DCコ
ンバータ出力線のノイズ電流を求めることができ
るようになった。
　製品開発でシミュレーションを活用するには、
精度とスピードを満足できるレベルで両立するこ
とが重要で、部品の簡易化、物性値、メッシュ分割
といったモデリングのノウハウを蓄積する必要が
ある。また、シミュレーションで得られた結果につ
いて、「なぜその結果が得られたのか」と、解析者自
身が紐解く必要があり、この考察力や知見を磨い
ていくことも重要である。
　電磁ノイズの規格は多種多様であり、DC-DCコ
ンバータ以外にも車載電源機器はある。多くの事
例をこなしてモデリングノウハウや知見を蓄積
し、よりよいシミュレーションモデルを構築し、製
品開発の効率化に貢献していきたい。
　最後に、本開発に当たり多大なご指導・ご協力を
いただきました（株）豊田中央研究所をはじめとす
る社内外の関係部署の皆様に深く感謝いたします。

■著者紹介■

図14 磁界分布結果
Fig.14 Magnetic field distribution result

実測結果 シミュレーション結果

勝呂 知弘 壁谷 真人
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想される。この実測結果に基づき、磨き作業が必要
ない最適上限温度を230℃とした。

2）最適下限温度の決定
　最適金型温度範囲は水溶性離型剤の作用可能
な温度範囲についても考察する必要がある。離型
剤は、アルミニウム合金の金型への焼き付き防止
や、金型から製品を取りだす際の離型性を確保す
るなど様々な役割を持っている。そのため、離型剤
はダイカストにとって必要不可欠であるが、温度
によってはその効果が十分に発揮されない場合が
ある。金型温度が低すぎると、離型剤に含まれる水
が蒸発しきらず、金型に残留する場合がある。一方
で、金型温度が高温になると、蒸気膜により表面を
濡らすことができないライデンフロスト現象や離
型成分の分解が発生し、離型成分が金型に付着し
ない［2］。つまり、離型剤の効果を最大限に発揮する
温度帯が存在する。
　ここで、大府工場で発生した金型低温による製
品不良を図7に示す。製品外観をみると、図7（a）の

図5 磨き作業が発生した金型部品
Fig.5 Die parts which need polishing
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一部で黒ずみが発生している。これは、金型温度が
低いために、蒸発しきらずに残留した離型剤によ
る製品外観不良である。しかし、金型温度を上げて
いくことで（128℃）、図7（b）のように外観不良を
防ぐことが可能となり、金型温度128℃であれば
離型剤残りは発生しないことが示唆された。そこ
で、離型剤起因の外観不良が発生しない最適下限
温度を、安全側に考え130℃とした。
　次に、大府工場で使用している離型剤を用いて、
金型に離型剤を塗布し、金型から製品を取り出す
ときに発生する抵抗（離型抵抗）に対する金型温度
の影響を図8に示す。離型抵抗は、260℃で急激に
増加しており、260℃を超えると離型性が悪化す
ることがわかった。よって外観不良が生じない温
度130℃以上を加味し、130℃〜260℃が離型剤
にとって最適な温度範囲とした。
　本項で決定した最適温度130〜260℃と、1）項
の最適上限温度230℃より、金型にとって最適な
温度範囲は130℃〜230℃に決定した。

図7 金型温度と製品外観
Fig.7 Die temperature and Product appearance
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図8 離型抵抗に対する温度影響
Fig.8 Change of die release resistance with die temperature
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1.3 3次元冷却金型
　これまでの金型冷却回路は、図4（a）に示すよう
に、一方向からドリルで穴を開けて製作するため
複雑な形状に対応できなかった。そのため、部位に
よって冷却効率が異なり、高温部位、低温部位が金
型内に混在している。基本的には冷却不足の不具
合が多く、ハイサイクル化に伴い熱量が増加する
ことで1.2節に記載した不具合が増加していくこ
とが予想される。従来の冷却でハイサイクル化に
対応していくためには、金型に異なった角度から
穴を開けたり、穴径の種類を増加させるなどの複
雑な設計や工程が必要であったり、部位によって
は冷却回路が形成できないケースもある。

図2 マシン停止率のパレート図
Fig.2 Pareto chart of machine down time
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図3 ヒートクラック
Fig.3 Heat cracking

　そこで、近年注目を浴びている3Dプリンタによ
る金属粉末積層造形を用い、図4（b）のように複雑
な形状に合わせた3次元冷却回路を金型に織り込
んだ。技報では、新たに開発した3次元冷却金型の
金型温度を、従来金型、さらに金型にとって最適な
温度と比較し、3次元冷却金型の温度制御能力を
報告する。また、3Dプリンタで製作した金型の機
械特性も評価し、温度特性と機械特性を合わせて、
ダイカストの不具合に対する効果を示す。

2 温度特性評価

2.1 金型の最適温度
1）最適上限温度の決定
　2章で論じる温度は、離型剤を塗布する前の金
型温度とする。図5に6万ショット使用した金型を
示す。図5（a）は金型の外観写真で、一部に大きな
焼き付きが発生している。金型は、アルミニウム溶
湯の湯流れ経路や、厚み、冷却能力の違いによっ
て、図5（b）のように温度にばらつきが生じる。そ
のため磨き作業は金型全体ではなく、焼き付き量
が多い部分のみ実施している。実際に、図5（b）の
金型ではb、cは未実施で、aのみ磨き作業が必要で
あった。そこで、a、b、c断面で元素分析を行った。
図6を見ると、すべてAlが付着しており、金型とア
ルミニウム溶湯が反応していた。高温部aは、低温
部b、cに比べ反応層が著しく大きく、高温部で焼
き付きが発生しやすいことがわかった。この結果
は、実際に磨き作業が行われていた部位と一致し
た。一方で、磨き作業が必要ないb、cでもAlの付着
が確認された。しかし、bは約25μm、cは約2μm
と非常に小さい。結果より、社内の最大設定金型寿
命12万ショットの使用を考えたときに、cの温度
であれば反応層は25μmにも届かないことが予

図4 従来金型、3次元冷却金型の冷却回路
Fig.4 Cooling circuit of current die and 3D cooling die

（a）Current die （b）3D cooling die 
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3.2 3次元冷却金型の金型長寿命化
　金型が廃棄になる要因は多々あるが、一番の要
因はヒートクラックの発生と言われている［3］。実
際に、大府工場で最も多い金型廃棄理由はヒート
クラックである。そのため、ヒートクラック抑制が
ダイカスト金型の長寿命化に繋がる。大谷ら［3］は、
ヒートクラックには引張強度が影響し、引張強度
が高いほど熱疲労抵抗係数が大きくなり、ヒート
クラックが抑制されると報告している。3.1節よ
り、3次元冷却金型（マルエージング鋼）の引張強
度は約2000MPaと、従来金型（SKD61）の引張強
度約1600MPaに比べて著しく高いため、ヒート
クラック抑制に対する効果が大きいと考えられ
る。つまり、3次元冷却金型は、金型の高強度化に
よってヒートクラックの発生が抑制されるため、
金型長寿命化に繋がると予想した。
　一方、ダイカストでは何万ショットも熱サイク
ルを繰り返し金型は長時間高温に曝されるため、
金型の強度低下が懸念される。そこで、3次元冷却
金型の寿命を保証するために、高温長時間の熱処

図12 試験片に対するマルエージング鋼の積層方向
Fig.12 Build direction of Maraging steel test pieces
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図13 引張特性
Fig.13 Result of tensile test
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理における硬さの軟化挙動を得て、金型強度の劣
化を調査した。温度は490℃、520℃、550℃で最
長240時間まで熱処理を施し、硬さの測定は積層
の影響を踏まえ図14に示したように二面で実施
した。図15は、各温度、時間で測定したロックウェ
ル硬さを示しており、その温度、時間を焼戻しパ
ラメータPにした結果を図16に示す。焼戻しパラ
メータPは式（1）で表され、温度と保持時間の硬さ
に対する影響を示す指標である。

　　　　　　　P＝T（C＋logt） ----式（1）

　Tは絶対温度（K）、Cは定数、tは時間（h）であり、
求まる焼戻しパラメータを用いて、3次元冷却金
型（マルエージング鋼）の軟化挙動を示した。次に、
解析を用いて図17に示す金型モデルの一点（最高
温度到達部）で1サイクルの温度変化を調査した。
そして、この金型を12万ショット使用したときの
温度と時間を焼戻しパラメータに置き換え、図16
のグラフ上に示した。このとき時間tはアルミニウ
ム溶湯が金型に入っている時間（12万ショット相
等）、温度Tはその時の平均金型温度とした。結果
より、測定面Aに比べ測定面Bの硬度は低いが軟化
開始点は一致しており、高温（550℃）では比較的
早い段階で軟化し、低温（490℃）では240時間熱
処理を施してもほぼ軟化しない。この結果を焼戻
しパラメータで整理した軟化挙動（図16）より、金
型の平均到達温度429℃では、12万ショット使用
しても3次元冷却金型は軟化しないことがわかっ
た。よって、3次元冷却金型は使用中に軟化する可
能性は低く、長期間の使用においても強度を維持
できることが示唆された。
　次に、実際に9万ショット使用した際の、従来金
型と3次元冷却金型を図18に示す。従来金型は進
展したヒートクラックが発生しており、寿命を迎
えている。一方3次元冷却金型は、ヒートクラック
が発生しておらず、9万ショット以上の使用が可
能である。この結果から、前述したように3次元冷
却金型はヒートクラックの発生を抑制し、従来金
型よりも寿命を延長することが可能であることが
確認できた。
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3 機械特性評価

3.1 従来金型と3次元冷却金型の引張特性
　本節では、従来金型（SKD61）と3次元冷却金型

（マルエージング鋼）の引張強度、降伏強度の比較
を実施する。号口と同規格になるよう硬度を調整
し、SKD61はHRC43〜47、マルエージング鋼は
HRC53〜57となる熱処理を施した。3次元冷却
金型（マルエージング鋼）では、試験片における3
次元造形の積層方向の影響も踏まえ、積層方向の
異なる2種類の試験片を作製した（図12）。今後、
試験片の長辺方向に対して垂直に積層した試験
片はM steel（V）、積層方向が平行な試験片はM 
steel（H）と表記する。引張試験を実施した結果、
図13に示したように、M steel（V）、M steel（H）
ともにSKD61より高い強度を示した。また、点線
で記載したマルエージング鋼のメーカー提示値
2080MPaと同程度の強度を持ち、3次元積層造形
による強度変化は見られなかった。つまり、3Dプ
リンタで造形した3次元冷却金型は、金型にとっ
て必要な強度を有しており、従来金型（SKD61）の
置き換えで使用することが可能である。

図11 磨き作業によるマシン停止率
Fig.11 Die down time ratio by die polishing
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2.2 金型の温度制御
　従来金型と3次元冷却金型で、離型剤塗布前の
金型温度解析を行った結果を図9に示す。従来
金型の温度分布は170〜415℃と広範囲に亘っ
ており、温度幅は245℃と大きい。一方、3次元冷
却金型は、2.1節で決定した最適温度範囲130〜
230℃に収まるように狙って設計しており、温度
幅は100℃と非常に小さい。3次元冷却金型は図
10に示したように細部まで冷却が行き届くため、
冷却能力が著しく高い。その結果、図11のように
磨き作業によるマシン停止率を低減することが出
来た。また、従来金型よりも冷却回路を自由に設定
できるため、過度な温度低下を避けることもでき
る。このように、3次元冷却金型は自由度の高い3
次元冷却回路で温度調節が可能である。そのため、
金型温度を従来金型よりも狭い温度幅で制御する
ことができ、ダイカストにおける最適温度範囲に
収めることが可能となった。

図9 従来金型と3次元冷却金型の温度
Fig.9 Die temperature of current die and 3D cooling die
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図10 3Dプリンター造型による冷却回路の変化
Fig.10 Cooling circuit changing by 3D printer manufacturing
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3Dプリンタを用いた3次元冷却回路による高性能金型開発

　アルミダイカスト工程における金型起因の稼動阻害要因として、金型高温部にアルミが焼き付くことに
より発生する「磨き作業による停止」があります。長年、製造部と共に金型冷却孔拡大や金型整備頻度up等
の対策を講じて来ましたが、減少こそしたものの常にワースト1でした。従来対策の延長では解決が困難と
考え、金型全領域の温度最適化を狙うために設計自由度の高い金属3Dプリンタを活用し、3D冷却金型に
挑戦しました。3D冷却自体は既存の工法ですが、コンプレッサ事業の様に多品種短期生準で使われている
事例は少なく、特に回路設計やCAEでの予測に非常に苦労しましたが、実験と検証を繰り返し、金型温度最
適化を実現でき、量産で磨きレス、かつ、従来品よりも高寿命化を達成しました。現在は設計手法を確立し、
CAE予測精度も向上し、さらには3Dプリンタを導入し、工場一丸となって横展を拡大中です。今後は3Dプ
リンタを活用した更なる技術開発を進め、より一層、ダイカスト工程・製品の魅力向上に取り組んでいきた
いと思います。

開発の経緯と開発者の思い
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4 まとめ
　3次元冷却金型は金型温度を最適な温度範囲
（130〜230℃）に収めることができ、熱負荷によ
る金型不良を低減することができた。
　さらに、3次元冷却金型は従来金型以上の引張
強度を持つため、従来金型の置き換えで使用する
ことが可能となった。また、高い引張強度を持つこ
とは、ヒートクラック抑制に効果があり、金型寿命
を延長することができた。
　今後は、3次元冷却金型部品の適用を拡大する
ことでアルミダイカスト部品の生産性向上を加速
していく。また、従来工法を基にした設計に対し、
3Dプリンタは設計自由度を格段に高めてくれる
工法である。今回の金型温度最適化以外にも活用
領域の拡大を模索し、さらなる生産性向上、製品の
競争力向上に取り組む。

図17 解析モデル
Fig.17 CAE model

Maximum temperature position

図18 90000ショット使用した金型外観写真
Fig.18 Die parts appearance after 90,000 shots at die cast
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図14 硬さ測定方向
Fig.14 Direction of hardness test

Measuring surface B

Build direction

Measuring surface A

図15 時効硬化曲線
Fig.15 Change of Rockwell hardness with Aging time
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図16 焼戻しパラメータ
Fig.16 Parameter of tempering
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