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解 1 

JIS G 5901：2015 
 

鋳型用けい砂解説 

解 説 

 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 

この解説は，日本規格協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は日本規格協会である。 

 

1 今回の改正までの経緯 

この規格は，1954 年に制定され，1974 年の改正（以下，旧規格という。）を経て今回の改正に至った。 

1974 年の主な改正点は，次のとおりである。 

a)  化学成分による分類の追加 1 種類追加し，6 種類とした。 

b) 粒度の号別呼称の変更 粒度ピークのふるい目のメッシュ数をもって，号別呼称とした。 

c) 微粉許容量の規定の追加 号別による微粒の大きさを規定した。 

d) 水分許容量の規定の追加 乾燥後の水分量を 0.5 ％（質量分率）とした。 

 今回の改正は，一般社団法人日本鋳造協会において，JIS 原案作成委員会を組織し，JIS 原案を作成し

た。 

 

2 今回の改正の趣旨 

旧規格の改正（1974 年）から 40 年経過し，その間に鋳型用けい砂の規格が現状に合致しない状態にな

っていることから，現状に合わせることを趣旨に改正することとした。 

今回の主な改正点は，次のとおりである。 

a) 化学成分の変更 けい砂の 6 種の SiO2 含有量の下限値の廃止及び不純物の含有量のなかの CaO+MgO

量の変更。 

b) ふるいの呼び寸法の変更 JIS M 8801-1 の改正に伴い，ふるいの呼び寸法を変更。また，名称も「ふる

いの呼び寸法」から JIS Z 8801-1:2006 にて合わせて「ふるいの公称目開き」とした。 

c) けい砂の等級の追加及び号別呼称の変更 けい砂の等級を 11 種に追加するとともに、号別呼称を鋳造

業界の実情に合った呼称に変更。 

 

3 審議中に特に問題となった事項 

  今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項及び審議結果は，次の通りである。 

a)  けい砂の化学成分の変更 6 種において，旧規格において浜砂を考慮し，貝殻（CaCO3）類の混入によ

るばらつきを考慮し，使用されている浜砂を調査したところ，Fe2O3 5.0 %（質量分率）以下，Al2O3 

15.0 %（質量分率）以下，CaO+MgO 5.0 %（質量分率）以下で 95 %（質量分率）の浜砂が合格したた

め，規格として採用した。しかし，その後，けい砂の採取地域が浜砂以外にも拡大したために，6 種

の主要な化学成分である SiO2，Al2O3及び CaO+MgO の更なるばらつきが懸念された。審議の結果，

ばらつきが大きいけい砂が，分類から外れないようにするために，6 種の SiO2 の下限値の廃止及び

Fe2O3以外の不純物含有最大許容量の変更を行った。 
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b)  粘土分 旧規格でも懸案事項として挙げていたが，粘土分の試験方法である JIS Z 2601 に規定した方

法では，真の粘土分のみならず 20 μm 以下のものをすべて粘土分としている。そこで，SiO2が高い 1

種及び 2 種では，微粒含有量を少なく規定する意味を含めて，粘土分を 0.5 ％（質量分率）以下にす

べきであるとの意見があった。審議の結果，鋳型用けい砂と鋳型用山砂との区別が粘土分の含有量で

規定されているため，一部とはいえ規格値を変えることに抵抗があるため，旧規格の 2.0 ％（質量分

率）未満のままとした。 

c) けい砂の微粒許容量の見直し 旧規格では，粘土分の直径が“20 μm よりも小さい粒子の集まり”と

定義しているものの，表 3 において微粒の大きさは“25 μm を超え”と誤記していた。さらに，SiO2

を 96 %（質量分率）以上含有する 1 種及び 2 種のけい砂で，かつふるいの公称目開きが 1 680 μm（旧

規格で 10 号）～210 μm（旧規格で 65 号）に該当する粒度のけい砂においては，ただし書きとして，

この微粒を特に厳しく定め，微粒と粘土分との合計を 1.5 %（質量分率）以下と規定していたが，微粒

の許容量から粘土分は削除すべきとの意見が述べられた。しかし，この規格は鋳鋼の砂における要望

から，規定されているものであることから，旧規格のままとした。 

 

4 主な改正点 

4.1  引用規格（箇条 2） 

JIS Z 2602 が JIS Z 2601 に統合されたため削除した。また，サンプリング及び分析方法の規格として JIS 

M 8100，JIS M 8852 及び JIS R 6126 を追加するとともに，試験用ふるいの規格として JIS Z 8801 を追加

した。 

4.2  用語及び定義（箇条 3） 

用語及び定義として，天然けい砂，人造けい砂,粘土分，微粒を規定した。 

4.3 粘土分許容量（箇条 4） 

 6 種のけい砂について，SiO2含有量の下限値を削除するとともに，Al2O3及び CaO+MgO の最大許容値を

各々20.0 ％（質量分率）以下，10.0 ％（質量分率）以下に変更した。 

「鋳型用けい砂」の粒度を測定する前には、全粘土分(粘土分)を前処理で測定する必要がある。ここ

で、粘土分は 20μm 以下の粒子なので、「鋳型用けい砂」から 20μm 以下の粒子が最初に分離される。

有機バインダーを対象とする「鋳型用けい砂」の粘土分は 0.3％以下が望ましく、これは専業のけい砂メ

ーカー品では 0.5％以下が基本であると考えられる。しかしながら、生型砂や CO2・水ガラス用では鉱

区から掘り出した未処理の粘土分の少ないけい砂でも十分であり、それら用途には粘土分は 1.0％前後で

も使用可能である。また、例えば、水洗工程の無い再生砂(機械研磨再生での再生砂)では粘土分が静電

気で付着して 1％を超えることもある。そこで、余裕を見て粘土分を 2.0％以下と規定していると考えら

れる。 

4.4 粒度（6.4） 

a) ふるい目の規格 旧規格では，JIS Z 8801-1966 の附属書に記載されていた附属書表 1 及び表 2 の網ふ

るいの公称目開きを用いて砂の粒度を規格化していたが，本附属書は 1987 年 3 月に廃止されたため，

実際の粒度が実情に合わなくなっていた。そこで，この規格では網ふるいの公称目開きを JIS Z 

8801-1:2006 を基に見直し，新たな砂の粒度を求めた。 

b) 粒度の種類の追加 けい砂の等級は，けい砂のピークにおけるふるいの公称目開きが 1 700 μm である

最も粗い砂を 3 号けい砂とし，砂の粒度が小さくなるに従って，号数が大きくなるようにし，新たに 8

号けい砂として V プロセス等に採用されるより細かな粒度のけい砂を追加し，全部で 11 等級とした。 
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c) 号別呼称の変更  けい砂の粒度は，旧規格では，”3 ふるい質量比”の計算式を規定し，けい砂の粒度

でピークのあるふるいの公称目開き（メッシュ数）でもって，号別呼称とし，10 号～200 号まで 10 種

類であった。例えば，35 メッシュにピークのあるけい砂は，従来 5 号けい砂と呼称していたが， 旧規

格により 35 号けい砂と呼称するに至った。しかしながら，旧規格の呼称は理論的でありかつ合理的で

はあったものの，これまで鋳造業界が長年慣れ親しんでいた号別呼称から大幅にかけ離れた呼称とな

ったために，普及するに至らず，逆に砂メーカは JIS G 5901;1954 の呼称をもとに，独自の号別呼称を

設定するようになってしまった。そこで，この規格では鋳造業界で通常使用している号別呼称として，

けい砂の号別呼称をふるい目のメッシュ数から，ふるいの公称目開きに変更した。3 号けい砂より粒度

が粗いと鋳型用けい砂としては不適格であり， 8 号けい砂（ふるいの公称目開きが 53μm）より目が細

かくなると微粒となる。また，慣習により号別呼称は，ふるいの公称目開きが一つ置きにけい砂の号

数が 1 号ずつ増えるようになっていたため，その中間のふるいの公称目開きに相当するけい砂の号数

が規定されていなかった。そこで，その間の呼称として 0.5 を加え，例えば，3 号けい砂（ふるいの公

称目開き 1 700 μm）と 4 号けい砂（ふるいの公称目開き 850 μm）の間のふるいの公称目開きが 1 180 μm

の粒度のけい砂は 3.5 号けい砂と呼称することにした。同様に，4 号けい砂と 5 号けい砂の間は，4.5

号けい砂，5 号けい砂と 6 号けい砂の間は 5.5 号けい砂と呼称するものとした。 

d) 粒度構成の考え方と“3 ふるい質量比”による計算式の導入 旧規格の考え方であるピーク値の高い

砂よりも，3 ふるい程度の粒度構成のほうが使用上便利であるという考えから，式（1）に示すようにピ

ークの砂の重量比（W2 / W）及びこの重量比とその前後のふるいにとどまる砂の重量比の和（（W1 +W3）

/ W）（規格では”3 ふるいの重量比”として表現）の規定値が 70%（質量分率）以上とした粒度構成を

踏襲した。  

 

                   ･･･（1） 

 

また，”3 ふるい重量比”は，砂の粒度分布が 1 ピークの場合に適用されてきたものであり，現在の砂

は再生され，ブレンドされて必ずしも 1 ピークの砂ではないため，一部のけい砂においては 70 %（質量

分率）を下回るものも流通している。従って，この規格ではこの規格値は参考値とした。なお，旧規格

で重量と呼称されていた単位は，質量に変更した。 

e) 質量比 70％ 以上の維持 質量比が 70% を下回ると，以下の問題が生じる懸念があった。 

①「質量比 P 70% 以下」の複合粒子として粒度構成となる場合のデメリットとして、通気度の低下、流動

性・充填性の悪化、ガッシング・パージングのし難さ、鋳型用けい砂の偏析の問題が発生すると考えら

れる。 

② 反面、単一粒子(例えば、1 ふるい分けで 70%以上の鋳型用けい砂)になりすぎると、 けい砂粒子の接点

が少なくなりすぎての鋳型強度が脆くなる現象、表面安定性の低下、通気度が上がりすぎての焼付き欠

陥発生などの問題が生じると考えられる。 

③ 経験則であるが、3 つのふるい分けで 70% 以上の規定の中で 80% 程度の鋳型用けい砂がバランスの良

い状態であると考えられる。 

4.5 微粒量（6.5） 

  ふるいの公称目開きで 1 700 μm（3 号）～425 μm（5 号）の比較的粗い砂に対しては，20 μm 以上 106 μm

未満の微粒を 2 %（質量分率）以下と規定し，300 μm（5.5 号）～106 μm（7 号）の砂においては，20 μm

以上 53 μm 未満とし，7 号けい砂を除いてそのほかの粒度の砂は，微粒許容量を 1 %（質量分率）以下と

100312 
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し，7 号けい砂のみ 2 %（質量分率）以下と規定した。 

改訂 JIS では粘土分を高めの「2％以下」としている。この結果、「微粒量」が号数により異なるが 2％

以下、1％以下と多めに規定されている。 

4.6 試験方法（箇条 7） 

a) 試料採取方法の追加（7.1） けい砂の採取手法である JIS M 8100 をもとに，この規格では試料採取方

法の改正を行った。 

b) 分析手法の改正（7.2） けい砂の化学成分の分析手法である JIS Z2601 及び JIS R2212 の変更及び JIS 

Z2602 の廃止に対応して，この規格では分析手法の改正を行った。 

b) 試験方法の変更（7.3～7.4） 旧規格の試験方法を踏襲するものの，JIS の改廃によって引用すべき規

定が変更されていたため，7.3 （粘土分試験）及び 7.4（水分試験）の引用規格を変更した。 

c)  粒度試験の追加 (7.5)  旧規格では粒度を求める試験手順が示されていなかった。そこで，この規格で

は 7.5（粒度試験）において，粒度の測定手順を明確にした。 

d)  微粒量試験の追加 (7.6)  旧規格では微粒量を求める試験手順が示されていなかった。そこで，この

規格では 7.6（微粒量試験）において，微粒量の測定手順を明確にした。 

4.7 検査（箇条 8） 

試料のサンプリングの方法として，JIS M 8800 を追加した。 

 

5 その他の解説事項 

前回の改正時に解説に記載されていた事項で特に重要と思われる事項について，一部内容について追加

し，次に記載する。ただし，箇条番号等は，今回の改正版に対応させている。 

(1) 粘土分 2 %（質量分率）をもって鋳型用けい砂と鋳型用山砂の境とし，粘土分 2 %（質量分率）未満

のものを鋳型用けい砂とした。 

(2) 種類 旧規格は，化学成分による分類を 1 種追加し，6 種類とした。 

(3) 化学成分 JIS G 5901;1954 では SiO2の含有量が 85 %（質量分率）以上のけい砂を鋳型用けい砂とし

ていたが，浜砂などの比較的低けい酸のものも鋳鉄用，非鉄合金用の鋳型けい砂として広く使用され

ている現状を鑑み，旧規格において，これらを対象とする 6 種（SiO2 70 %（質量分率）以上，85 %（質

量分率）未満）を追加した。 

不純物は，1 種については JIS G 5901;1954 では Fe2O3が 1 %（質量分率）以下と規定されていたが，

旧規格ではけい砂の実情及び需要者の要望を考慮して 0.5 %（質量分率）以下とした。 

なお，5 種の SiO2の下限値と不純物の上限値の合計は 100 %（質量分率）未満と規定したが，その理

由は，ここに規定される成分以外に長石などの混入による他成分の混在が，懸念されるためである。 

(4) 粒 度 

a) 引用規格 網ふるいの公称目開きは，JIS Z 8801-1：1976 の附表付表 1～3 で定めていたが，1987 年 3

月には廃止されたことに伴い，旧規格が採用していたふるいの公称目開きとの整合性が取れなくなって

いた。さらに，JIS Z 2602 の廃止に伴い，けい砂の粒度試験方法は JIS Z 2601-1 附属書 2 に統合される

など，大きく変わってきていた。従って，これらの改正又は廃止に対応した引用規格が実情に合うよう

にこの規格を変更した。 

b) 号別呼称 JIS G 5901;1954 では粒度により 0 号～7 号に分けていたものを，旧規格では，けい砂の粒度

でピークのあるふるい目のメッシュ数をもって号別呼称とした。その際，採用した網ふるいの公称目開

きは，JIS Z 8801-1966 の附属書に記載されていた附属書表 1 及び表 2 の値を採用した。 
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また，粒度による分類も JIS G 5901;1954 におけるふるいの公称目開きの 1 680 μm（0 号）を廃止し，

新たに 425 μm，212 μm，106 μm の 3 種類を追加した。この規格において導入する号別呼称は，JIS G 

5901;1954（1954 年版）の呼称と少し異なっている。なお，ふるいの公称目開き 1 700 μm が号別呼称の

3 号から始まるのは，現在流通している鋳型用けい砂の主体が 5～6 号（425～150 μm）であるため，そ

こを中心にして JIS Z 2601 のふるい目の区分に従って号数を振っていくとふるいの公称目開きが 1 700 

μm のものが 3 号に相当するためである。また，号別呼称の 1 号と 2 号が存在しないのは，仮に 2 360 μm

を 2 号，3 350 μm を 1 号などと区分しても，実用上は鋳型用けい砂としての用途は無く，建材用途とな

ってしまうためである。 

(4) 微粒許容量 旧規格において，シェル鋳型や各種自硬性鋳型などが広く使用されるようになったこと

から，けい砂中の微粒の量が造型上問題になってきたために規定されたものである。微粒の大きさは砂

の粒度によって考えるべきであり，粒度が粗ければ微粒の範囲も粗いほうに広がるとの観点から，旧規

格において砂の号別毎に砂の微粒の大きさを規定し，その許容量を定めた。 

(5) 水分許容量 シェル鋳型や各種有機自硬性鋳型が広く使用されるに伴い，砂の水分が鋳型特性に大き

な影響を及ぼすようになってきたため，本規定を追加した。その際，鋳型特性に及ぼす悪影響の程度及

びけい砂の製造条件等を考慮して 0.5 %（質量分率）以下とした。 

(6) 試験方法 けい砂の化学分析方法は，JIS G 5901;1954 と同様であるが，新たに鋳物砂の粘土分試験方

法及び鋳物砂の粒度試験方法が JIS Z 2601 に制定されたため，これらの規格を採用した。 

 

6 作成委員会の構成表 

原案作成委員会の構成表を，次に示す。 

 
 

“鋳型用けい砂”JIS 原案作成委員会 構成表 

氏 名 所 属 

(委員長） 清水 一道 室蘭工業大学大学院 

(委員） 北村 貴直 経済産業省 製造産業局 素形材産業室 

堤   紳介 一般財団法人日本規格協会 

佐藤万企夫 公益社団法人日本鋳造工学会 

○ 堀口 幹夫 株式会社堀口鋳工所 

渥美 建夫 アイシン高丘株式会社 

○ 佐藤 和則 株式会社アイメタルテクノロジー 

橋本 邦弘 新東工業株式会社 

○ 手塚 章寿 株式会社トウチュウ 

○ 曽根 孝明 株式会社瓢屋 

○ 川上  学 山川産業株式会社 

○ 天久 裕樹 株式会社ツチヨシ産業 

(事務局） ○ 伊藤 賢児 一般社団法人日本鋳造協会 

○ 篠崎 和子 一般社団法人日本鋳造協会 

注記 ○印は，分科会委員を示す。 

（執筆者 伊藤 賢児） 

 




