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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定形状を有するダイスと、
該ダイス上で板状の被成形材を把持する把持部材と、
　前記被成形材を押圧し、前記ダイスの形状に沿って多次元的に移動して成形を行う押圧
部材と、
　前記被成形材の成形部を加熱する加熱部材とを備え、前記押圧部材を前記被成形材に対
して多次元的に移動させることにより、前記被成形材の成形を行う逐次成形装置において
、
　前記加熱部材は、前記押圧部材に設けられた第１電極と、前記ダイスに設けられた第２
電極と、該両電極間に通電を行う通電装置とを備え、該通電装置から通電を行い、前記成
形部を加熱させながら成形を行うことを特徴とする逐次成形装置。
【請求項２】
　板状の被成形材を把持する把持部材と、
　前記被成形材に対して一側に配置され、多次元的に移動する第１押圧部材と、
　前記被成形材に対して他側に配置され、多次元的に移動する第２押圧部材と、
　前記両押圧部材を前記被成形材に対し相対的に移動させることにより、前記被成形材の
成形を行う逐次成形装置において、
　前記第１押圧部材に設けられた第１電極と、
　前記第２押圧部材に設けられた第２電極と、
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　該両電極間に通電を行う通電装置とを備え、
　該通電装置から通電を行い、前記被成形材の成形部を過熱させながら成形を行うことを
特徴とする逐次成形装置。
【請求項３】
　前記通電装置は前記第１電極の位置に最も近い前記第２電極に通電を行うことを特徴と
する請求項１に記載の逐次成形装置。
【請求項４】
　前記第２電極は前記成形部に沿って設けられている請求項１に記載の逐次成形装置。
【請求項５】
　前記第１電極は前記第１押圧部材の端部に設けられている請求項１または請求項２に記
載の逐次成形装置。
【請求項６】
　板状の被成形材を把持する把持部材と、
　前記被成形材に対して一側に配置され、多次元的に移動する押圧部材と、
　前記被成形材に対して他側に配置され、前記被成形材を所定形状に成形する成形部材と
、
　前記押圧部材を前記被成形部材に対して移動させることにより、前記成形部材の形状に
沿って前記被成形材の成形を行う逐次成形装置において、
　前記押圧部材に設けられた第１電極と、
　前記成形部材に設けられた第２電極と、
　該両電極間に通電を行う通電装置とを備え、
　該通電装置から通電を行い、前記被成形材の成形部を加熱させながら成形を行う逐次成
形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、板材に押圧部材を押し当てながら、押圧部材を移動させて被成形材を所定の
立体形状に成形加工する逐次成形装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
 従来、自動車の部品などを大量生産するための塑性加工方法として、金型を使用したプ
レス加工が広く用いられている。しかしながら、プレス装置及び金型による加工では設備
が大型化するとともに金型製作費が高価であるため、消費者ニーズの多様化に対応した多
品種少量生産に適する経済性に優れた新たな加工方法が求められている。また、プレス加
工では製作できる部品の形状に制約があり、より複雑な形状の部品も製作できる高度な加
工方法が必要になってきている。これらの要望に応えて、近年逐次成形方法が実用化され
、生産設備として普及しつつある。
【０００３】
　 逐次成形装置は、概ね以下の構成となる。被成形材の一側に多次元的に移動する押圧
部材を有する。そして、被成形材の他側に基台に固着されたダイスを備えており、同一基
台上に被成形材を把持する把持部材が、ダイスと水平方向及び垂直方向において干渉し無
い位置に配設され、且つ、ダイス４の周囲に配設される。このことより、特定の形状を有
した金型を用いなくても、押圧部材と被成形材をダイスに対して相対移動させることによ
り被成形材を所定の立体形状を成形することが出来る。この押圧部材及びダイスは制御装
置により数値制御されており、成形品の形状が変更されても、制御数値を変更することに
より、金型を製作することなく異なる成形品の製作が出来る。（特許文献１）
 しかし、逐次成形の場合、常温にて板材を押圧部材により押圧しつつ、押圧部材と板材
を相対移動させて塑性変形させると、成形品となる被成形材の成形部に大きな残留応力が
発生する。
【０００４】
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 そこで、逐次成形装置には、レーザー照射器を備え、このレーザー照射器と押圧部材を
一体に動作させ、押圧による加工部近傍をレーザーにより加熱し、加熱した部分を逐次成
形することにより、成形部の残留応力を解放させながら逐次成形する逐次成形装置や、押
圧部材の外周に加熱コイルを巻いた逐次成形装置が知られている。（特許文献２）
【特許文献１】特開２００３―１８１５５１号公報（図３）
【特許文献２】特開２００３－２３６６２６号公報（図４、図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
 特許文献２に示されるレーザー照射器を備える逐次成形装置では、レーザー照射器を用
いた加熱手段と、押圧部材がある程度距離が離れた位置に配設されており、被成形材に対
して加熱と押圧を同時に行うことが出来ず、被成形材の加熱と押圧が異なるタイミングで
行われる。
【０００６】
 この加熱と押圧の時機が異なることにより、被成形材の温度は押圧する際に、残留応力
の発生を低減可能な成形温度よりも低下する。そこで、押圧時に所定温度で被成形材を押
圧するには、被成形材の温度低下を見込み、予め、所定温度よりも高い温度で被成形材を
加熱させる。
【０００７】
 このことより、押圧を行うに必要な被成形材の温度を得る為に使用するエネルギー以上
に加熱エネルギーを使用してしまい、その結果、エネルギーロスが大きくなってしまう。
【０００８】
 また、所定温度よりも高温で被成形材を加熱すると、被成形材が受ける熱負荷が高くな
り、被成形材の種類によっては、被成形材の材料成分が酸化し、被成形材の強度が低下す
るおそれがある。
【０００９】
 さらに、このような逐次成形装置では、レーザー照射器は高価であることから、設備が
高価となる。
【００１０】
 また、前記加熱コイルを巻いた押圧部材を備える逐次成形装置においても、加熱コイル
が押圧部材の押圧部から離れた位置に設けているので、熱が被成形材へ移動する際の温度
低下のおそれがある。
【００１１】
 よって、所定温度で被成形材を押圧するには、所定温度以上に押圧部材を加熱しなけれ
ばならず、所定温度以上に加熱することにより、エネルギー使用量が増加し、エネルギー
ロスが大きくなってしまう。
【００１２】
 そこで、本発明は、被成形材の成形を行う際に、加熱に使用するエネルギーロスを小さ
くすること、加熱による被成形材の強度低下を小さく抑えること、安価な逐次成形装置と
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
 そこで、上記課題を解決する為に講じた第１の手段は、所定形状を有するダイスと、こ
のダイス上で板状の被成形材を把持する把持部材と、被成形材を押圧し、ダイスの形状に
沿って多次元的に移動して成形を行う押圧部材と、
被成形材を加熱する加熱部材とを備え、押圧部材を被成形材に対して多次元的に移動させ
ることにより、被成形材の成形を行う成形装置において、加熱部材は、押圧部材に設けら
れた第１電極と、ダイスに設けられた第２電極と、両電極間に通電を行う通電装置とを備
え、通電装置から通電を行い、前記成形部を加熱させながら成形を行うことを特徴とする
。
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【００１４】
 また、上記課題を解決する為に講じた第２の手段は、板状の被成形材を把持する把持部
材と、被成形材に対して一側に配置され、多次元的に移動する第１押圧部材と、被成形材
に対して他側に配置され、多次元的に移動する第２押圧部材と、両押圧部材を被成形材に
対し相対的に移動させることにより、被成形材の成形を行う逐次成形装置において、第１
押圧部材に設けられた第１電極と、第２押圧部材に設けられた第２電極と、両電極間に通
電を行う通電装置とを備え、通電装置から通電を行い、被成形材の成形部を過熱させなが
ら成形を行う逐次成形装置としたことである。
【００１５】
　この場合、第２電極は、複数設けられ、通電装置は第１電極の位置に最も近い電極に通
電を行うと良い。
【００１６】
 また、第２電極は被成形材の成形部に沿って設けられていると良い。
【００１７】
　更に、第１電極は前記第１押圧部材の端部に設けられていると良い。
【００１８】
 そして、上記課題を解決する為に講じた第３の手段、板状の被成形材を把持する把持部
材と、被成形材に対して一側に配置され、多次元的に移動する押圧部材と、被成形材に対
して他側に配置され、被成形材を所定形状に成形する成形部材と、押圧部材を前記被成形
部材に対して移動させることにより、成形部材の形状に沿って被成形材の成形を行う逐次
成形装置において、押圧部材に設けられた第１電極と、成形部材に設けられた第２電極と
、両電極間に通電を行う通電装置とを備え、通電装置から通電を行い、被成形材の成形部
を加熱させながら成形を行う逐次成形装置としたことである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、エネルギーロスが小さく、被成形材への加熱による負荷を軽減し、安
価な逐次成形装置とすることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
 以下、本発明の第１実施形態について図２を参照して説明する。図２は、本発明の逐次
成形装置１の側面図である。第１実施形態の逐次成形装置１は、長方形の基台５にダイス
４を配設し、ダイス４を囲むように、ダイス４の四辺に把持部材３０を配設する。そして
、押圧部材１０は図示されていない支持部材によりダイス４と干渉しない上方に配設して
おり、第１電極２１は、押圧部材１０の内部に設けられ、第２電極２２はダイス４の内部
に設けられている。また、通電装置２は、基台５の外部に配設しており、電極用導線２４
により押圧部材１０の内部に設けられている第１電極２１及びダイス４の内部に設けられ
ている第２電極２２が被成形材３に対してそれぞれ両側に設けられる。
【００２１】
 ここで、本件発明の実施の形態における被成形材３の材質は、冷間圧延鋼板若しくは熱
間圧延鋼板を用いている。
【００２２】
 この逐次成形装置１は、基台５を備え、この基台５の略中央部にダイス４が固定されて
おり、ダイス４は、製品形状として被成形材３を三次元的に成形する転写面５１と基台５
と当接する水平面５２を有している。更に、基台５は、複数の把持部を支持する支持部材
３３の端部５３と固設されており、基台５と当接する支持部材３３の端部５３と反対側に
把持部３０を係合させる設置部５４を有し、下把持部材３２が固設されている構造を有す
る。また、把持部材３０と支持部材３３は、ダイス４と水平方向（図１におけるＸ１方向
、Ｘ２方向）及び垂直方向（図２におけるＺ1及びＺ２方向）においてダイス４と干渉し
ない位置に配設され、且つ、ダイス４の四辺にそれぞれ配設される構造を有する。
【００２３】
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 そして、逐次成形装置１は、導体からなる押圧部材１０を水平方向（図１におけるＸ１
方向、Ｘ２方向）及び垂直方向（図２におけるＺ1及びＺ２方向）に移動できる構造を有
しており、予め決められた順序に従い移動しながら被成形材３を押圧部材１０により押圧
する。また、この逐次成形装置１は、押圧部材１０による押圧を行いながら、外部に設け
られる通電装置２から電流を押圧部材１０に内設されている第１電極２１とダイス４に複
数本配設（本実施形態では、２８本配設）されている第２電極間で通電可能となっている
。この場合、被成形材３を挟み、第１電極２１と最も近い位置に配設された１本の第２電
極２２に通電させる。これより、被成形材３を抵抗器として作用させ、被成形材３を通電
により発熱させながら、押圧部材１０により被成形材３を押圧して成形することが可能で
ある。
【００２４】
 ここで、第２電極２２の材質は、銅合金を用いているが、これ以外の導電材料であって
も構わない。
【００２５】
 このように加熱を行い被成形材３の成形部５８を軟化させながら押圧を行うことにより
、塑性変形時に成形部５８の残留応力が軽減され、残留応力の発生が少ない成形品を得る
ことができる。
【００２６】
 次に把持部材３０について説明を行う。把持部材３０は、基台５の上に支持部材３３が
設置され、この支持部材３３の基台５と固設された端部５３と反対側に把持部材３０を水
平方向に延在したフランジにより水平状に支持する支持部５４を備える。そして、下把持
部材３２が支持部５４に配設され、この下把持部材３２と対向する位置に上把持部材３３
が配設される構造を有する。この把持部材３０は、被成形材３の周囲四辺を、把持部材３
０における上把持部材３１と下把持部材３２の間で挟み、被成形材３を把持する構成とな
っている。
【００２７】
 そして、把持部材３０は、押圧部材１０による成形の進度に合わせて押圧部材１０の移
動速度よりもゆっくりと垂直方向（図２におけるＺ1及びＺ２方向）に移動し、ダイス４
の被成形材３を三次元的に成形し、転写面５１の形状に沿って被成形材３を成形する。
【００２８】
 このように把持部材３０が押圧部材１０による成形の進度に合わせて移動する構造とし
たのは、被成形材３を逐次成形装置１に最初に設置した位置よりも加工中の被成形材３の
高さが変化する製品を三次元的に成形する場合を考慮した為である。つまり、製品形状が
被成形材３の当初の設置した位置よりも高低差がある部位へと成形が進んだ場合、把持部
材３０の高さが変化しない構造では、把持部材３０と押圧部材１０により被成形材３を引
張り過ぎとなり、成形品の肉厚が薄く成ってしまう事が起こりうる。このことより、押圧
部材１０の押圧力による被成形材３の成形部５８の破れや変形を防止する為に把持部材３
０を移動させており、移動速度は、押圧部材１０の送り速度、成形部５８の形状、材質、
被成形材３の加熱温度を考慮し実験的に求める。
【００２９】
 次に図３を参照して、押圧部材１０について詳細に説明を行う。押圧部材１０は、金属
製の押圧棒１１１、ホルダー１１３、第１電極２１から成る。
【００３０】
 第１押圧棒１１１は、被成形材３と当接する端部１１２は略半球形状をしており、被成
形材３と接触しない外周部１１５は略円筒形状となっている。そして、押圧棒１１１のホ
ルダー１１３と係合する側の上端部５６は、段部５７を有しており上端部５６は、円筒部
１１５の直径よりも一段太い形状を有している。
【００３１】
 次に、ホルダー１１３は、外周にテーパ面１１４が形成されており、押圧棒１１１の円
筒部１１５と当接する側の下端面５５の径が小さくなっている。
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【００３２】
 これにより、ホルダー１１３の重量の軽減が軽減されている。
【００３３】
 そして、ホルダー１１３の内部には、押圧棒１１１における上端部５６の形状及び円筒
部１１５の一部が収納可能であり、かつ、軸中心に対称形状を有する凹部（図示せず）を
有している。
【００３４】
 また、ホルダー１１３は、押圧部在１０の中心軸に対し２分割（図３では、Ｘ１方向及
びＸ２方向）にすることが可能となっている。本実施形態では、２分割であるが、ホルダ
ーの大きさ、材質によっては例えば、３分割、４分割としても良い。
【００３５】
 次に、逐次成形装置１における押圧棒１１１と押圧棒ホルダー１１３の係合について説
明する。押圧棒１１１は、下端部１１２を板状の被成形材３に対し略直交（図２における
Ｚ１方向及びＺ２方向）となるように配設し、下端部１１２と軸方向で反対側の上端部５
６及び円筒部１１５のうちホルダー１１３に収納される部分をホルダー１１３と係合させ
る。
【００３６】
 このように第１押圧棒１１１の段部５７を有する上端部５６と、ホルダー１１３の凹部
を係合させると、段部５７がストッパーとして作用し、ホルダー１１３から第１押圧棒１
１１が軸方向に抜けることを止めることが出来る。
【００３７】
 本実施例では特に図示はしないが、分割したホルダー１１３の係合方法は、第１押圧棒
１１１とホルダー１１３の係合方法は、分割したホルダー１１３の段付き形状を有する凹
部に押圧棒１１１を嵌め込み、ホルダー１１３を螺合させて、押圧棒１１１を挟み込む方
法であっても良いし、ホルダー１１３と押圧棒１１１が重複する部分を螺合するものでも
良く、押圧棒１１１とホルダー１１３を軸方向で一体に固設するものであれば良い。
【００３８】
 ここで、本実施例の第１押圧棒１１１の材料はダイス鋼を用いているが、これ以外の材
料をであっても構わなく、被成形材３の材質及び加熱温度に応じて選択すれば良い。
【００３９】
 このように押圧部材１０の下端部１１２が略半球形状をしていることにより、被成形材
３が三次元的形状を有していても第１押圧棒１１１が滑らかに動き、例えば、斜め形状を
有する成形部を押圧する場合に、押圧部材１０の端部１１２が成形部５８の斜面形状に引
っ掛かることなく押圧を行うことが出来る。
【００４０】
 そして、押圧棒１１１及びホルダー１１３の内部には、押圧部材１０の軸方向に第１電
極２１が押圧棒１１１と押圧棒ホルダー１１３を連通して配設されており、第１電極２１
の先端は、第１押圧棒１１１を貫通して被成形材３と当接する構造を有する。　
 ここで、第１押圧棒１１１を貫通している第１電極２１の下端部１１２における形状は
、第１押圧棒１１１の略半球形状に倣った形状を有し、第１電極２１と第１押圧棒１１１
で略半球形状の下端部１１２を形成している。
【００４１】
 第１電極２１の材質は、銅合金を用いているが、これ以外の導電材料であっても構わな
い。第１実施形態における、成形時の被成形材３の成形部の加熱温度は約４００℃である
。
【００４２】
 第１電極２１を第１押圧棒１１１内部に貫通させる構造により、第１押圧棒１１１の外
周部に加熱部材を配設しなくても良く、エネルギーロスを抑えることが出来る。
【００４３】
 また、押圧部材１０は、通電装置２と接続された電極用導線２４の一端が、ホルダー１
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１３の押圧棒１１１と固設していない上端部に接続され、通電装置２から通電指示を出す
ことが可能である。（図２参照）
 一方、ダイス４の内部に配設された第２電極２２の上端は、ダイス４の転写面５１に露
出しており、他端はダイス内で電極用導線２４と接続されている。この電極用導線２４は
、ダイス４の内部を通りダイス４に設けられた電極用カプラ２３に接続される。そして、
この電極用カプラ２３を介し、電極用導線２４により基台５の外に設置された通電装置２
と接続され、第１電極２１と第２電極２２との間で通電を行うことができる。
【００４４】
 ここで、被成形材３を押圧部材１０により押圧すると、押圧部材１０と第２電極２２及
び被成形材３のそれぞれが当接した状態で、第１電極２１と第２電極２２間に通電が成さ
れ、被成形材３が抵抗器として作用する構造を有する。
【００４５】
 この場合、第２電極２２をダイス内に複数本（例えば図１では２８本）配設することに
より、押圧部材１０がダイス４に対し水平方向（図１におけるＸ１方向、Ｘ２方向）及び
垂直方向（図２におけるＺ1及びＺ２方向）に移動した場合、押圧を行う押圧部在１０の
第１電極２１に最も近い位置にある第２電極２２に対し通電装置２は通電を行うことが可
能となり、成形部５８の加熱を行うことが出来る。
【００４６】
 更に、この場合、成形部５８が加熱され、加熱と押圧を同時に行うことが出来、被成形
材３を加熱し過ぎることなく成形が可能となる。更に、被成形材３の成形部５８の温度を
、例えば、本実施形態では、４００℃に保つことができ、加熱し過ぎることによる被成形
材３の表面及び内部の材料成分が酸化することを抑制することが出来る。
【００４７】
 次に、逐次成形装置１の作動について説明する。
【００４８】
 被成形材３を上把持部材３１と下把持部材３２の間に挿入させ、図示しない動力源によ
り被成形材３を把持部材３０により把持させ固定させる。次に、把持部材３０を上又は下
（図２におけるＺ１方向又はＺ２方向）に移動させ、ダイス４の一部と被成形材３の一部
が当接する位置まで被成形材３を移動させる。そして、押圧部材１０を被成形材３に当接
する位置まで移動させて押圧を行うと同時に通電装置２から電極用導線２４を通して第１
電極２１及び第２電極２２間に通電指示を行い通電させる。本実施形態では、被成形材３
の成形部５８を約４００℃まで加熱させつつ、被成形材３を押圧部材１０によりダイス４
に押圧し、ダイス４の転写面５１の形状に倣った形になるように被成形材３の成形を行う
。この時、被成形材３をダイス４の転写面５１に倣わすには、押圧部材１０を被成形材３
に押し付けるだけでなく、把持部材３０を上又は下に移動させながら押圧部材１０をダイ
ス４に押圧させるように作動させる。
【００４９】
 そして、押圧部材１０は、被成形材３に押圧棒１１１の下端部１１２を押し付けながら
被成形材３の押圧部位を移動し逐次的に作動させる。（本実施形態では、押圧部在１０の
移動速度は、約５０００ｍｍ/ｍｉｎである。）
 このときの通電装置２は、複数ある第２電極２２への通電パターンを押圧部材１０の位
置に応じて予め記憶しており、押圧部材１０の現在位置を示す座標及び次に移動する方向
を判断して、第１電極２１から最も近い位置にありかつ押圧部材１０の進行方向に配設さ
れている第２電極２２を選択し、選択された第２電極２２のみに電流を流すようにし、そ
の他の第２電極２２には電流が流れないように制御する。
【００５０】
 次に、第２の実施形態について説明をする。図４は本発明の第２の実施形態である。こ
の第２の実施形態について、押圧部材１０の構造及び作動は実施形態１と同様である。こ
こで、第１の実施形態における押圧部材１０と第２の実施形態における第１押圧部材１１
は同様の構造及び作動を有する押圧部材である。ここでは、実施形態１と異なる部分につ
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いて主として説明する。
【００５１】
 第２の実施形態では、被成形材３の一方の側に第１押圧部材１１を備え、他方の側に第
２押圧部材１２を備える構造を有している。第１の実施形態と異なり、ダイス４に替え第
１押圧部材１１と同様の構造及び作動を有する第２押圧部材１２を下側に配設し、被成形
材３の両側から第１及び第２押圧部在１１,１２により押圧を行い、所定の形状に被成形
材３を成形していく構造となっている。第２押圧部材１２は第１押圧部材１１と同様に、
水平方向（図１におけるＸ１方向及びＸ２方向とＹ１及びＹ２に方向）及び垂直方向（図
２における、Ｚ１及びＺ２方向）に移動自在となっている。
【００５２】
 そして、第２押圧部材１２は、第２押圧棒１２１と押圧棒ホルダー１２３及び第２電極
２２から成り、押圧棒１２１の被成形材３と接触している上端部１２２は略半球形状をし
ており、被成形材３と接触しない部分は略円筒形状をしている。
【００５３】
 このように上端部１２２が略半球形状をしていることにより、被成形材３に押圧した際
に第２押圧棒１２１が被成形材３の裏面上を滑らかに動き、所定の形状をした成形品を成
形することが出来る。
【００５４】
 そして、被成形材３の裏面上を接触していない下端部は、ホルダー１２３の一端に固設
されている。本実施形態では特に図示しないが、押圧棒１２１とホルダー１２３との関係
は、押圧棒１２１とホルダー１２３の軸方向に各々雄又は雌のねじをそれぞれ設けて螺合
させる構造でも良い。また、押圧棒１２１をホルダー１２３の中に嵌め込み、周方向から
押圧棒１２１とホルダー１２３の重複する部分を螺合するものでも良く、押圧棒１２１と
ホルダー１２３を軸方向に一体に固設するものであれば良い。
【００５５】
 ここで、本実施形態の押圧棒１２１の材料はダイス鋼を用いているが、これ以外の材料
でも良く、板材３の材質及び加熱温度に応じて選択をすれば良い。
【００５６】
 そして、押圧棒１２１及びホルダー１２３の内部には、軸方向に第２電極２２が押圧棒
１２１とホルダー１２３を連通して配設されており、第２電極２２の先端は、第２押圧棒
１２１を貫通して被成形材３と接触する構造を有する。　
ここで、第２押圧棒１２１を貫通している第１電極２２の上端部１２２における形状は、
第２押圧棒１２１の略半球形状に倣った形状を有し、第２電極２２と第２押圧棒１２１で
略半球形状の端部１２２を形成している。
【００５７】
　ここで、本実施例における電極２２の材質は、銅合金を用いているが、これ以外の導電
材料であっても構わない。
【００５８】
　第２押圧部材１２は、第１押圧部材と共に、水平方向（図１におけるＸ１方向及びＸ２
方向とＹ１及びＹ２に方向）垂直方向（図２における、Ｚ１及びＺ２方向）に、ほぼ同期
した動作を行う構造を有している。
【００５９】
　そして、第１押圧部材に配設されている第１電極２１から第２押圧部材に配設されてい
る第２電極２２に通電を行い、被成形材３を抵抗器として作用させ加熱する構造を有して
いる。
【００６０】
　次に、第２の実施形態に係る逐次成形装置の作動について第１の実施形態と異なる部分
について説明する。
【００６１】
　第２押圧部材１２の作動は、被成形材３の成形後の厚みにより作動が異なる。成形品の
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厚みと被成形材３の厚みとを同一厚さに成形するには、第２押圧部材１２は、第１押圧部
材１１と同期させて所定間隔だけずらして作動させる。そして、成形品の厚みを被成形材
３よりも薄く成形するには、第２押圧部材１２を第１押圧部材１１より先に移動させる。
【００６２】
　この第２の実施形態のように、個別に三次元的に移動が出来る第１押圧部材１１及び第
２押圧部材１２を備えることにより、ダイス４を廃止することが出来る。
【００６３】
 このことから多品種の成形品を一台の逐次成形装置を用いて製造する場合には、ダイス
４を交換する作業が必要なく、例えば、第１押圧部材１１、第２押圧部在１２及び通電装
置２の加工プログラムを変更するだけで別製品の成形が可能となり、段取り時間の低減さ
れ、生産性を向上させることが可能となる。また、第１実施形態と異なり、第２電極２２
は一つであるから複数の電極から最も近い電極を選択するという制御は不要となり、電極
間の通電に関する制御回路を簡素化することが出来る。
【００６４】
 次に、本発明の第３の実施形態について、実施形態１及び実施形態２と異なる部分につ
いて説明する。
【００６５】
 第３の実施形態は、被成形材３の加熱部分に不活性ガス（アルゴン、窒素、ヘリウムな
どが例示できる）を噴射する噴射装置４０を有する押圧部材１０を備えた逐次成形装置で
す。ガス供給装置は、主に、ガスノズル４１、ガス供給路４２及びガス供給管（図示せず
）、ガス供給装置（図示せず）を備えている。このガス供給装置は、第２の実施形態にお
いては、第１押圧部材１１だけでなく第２押圧部材１２にも取り付けることが出来る構造
を有する。以下の説明は、第１押圧部材１１に取り付けた実施形態について説明する。
【００６６】
 この不活性ガス噴射装置は、逐次成形装置１の外部にガス供給装置（図示せず）を備え
、ガス供給装置（図示せず）から延びてガス供給口４３に接続され、押圧部材１０と一体
となって移動できるガス供給管（図示せず）を備える構造となる。
【００６７】
 そして、ホルダー１１３の内部にはガス供給口４３から続くガス供給路４２が備えられ
、押圧棒ホルダー１１３を軸方向に貫通している構造となっている。ここで、ガス供給路
４２の配設位置は、軸方向においては、第１電極２１と第１押圧棒１１１に干渉しない位
置に配設される構造となり、円周方向の位置は、ホルダー１１３の内部に配設され、第１
押圧棒１１１の外周と重ならない部分に環状に配設される（本実施形態では１６本配設さ
れる）構造となる。このガス供給路４２は、ホルダー１１３の端面５５にガス噴射口４４
を備えており、ガス噴射口４４の位置は、ガスノズル４１の内周壁４５が端面５５と直交
する位置と、押圧棒１１１の外周が端面５５と交差する位置によって環状に形成された範
囲内に設けられる構造となる。
【００６８】
 そして、ガスノズル４１は、略円筒形状をしており、軸方向の一端がホルダー１１３の
端面５５に係合される構造となる。
【００６９】
 ここで、ガスノズル４１とホルダー１１３の係合方法は、螺合や溶接係合が考えられる
が、これらの方法に特に限定されず、押圧部材１０の移動によりホルダー１１３から脱落
しなければ良い。また、ガスノズル４１の軸方向の長さは、押圧棒１１１より短く設定さ
れ、端面５５から端部１１２の先端までの長さよりも先端から軸方向に約１０ｍｍ短い長
さが好適である。
【００７０】
 次に、第３の実施形態に係る逐次成形装置の作動について第１及び第２の実施形態と異
なる部分について説明する。
【００７１】
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 不活性ガスを用いた逐次成形装置の作動は、逐次成形装置１の外部からガス供給装置（
図示せず）に充填されている不活性ガスが、ガス供給装置（図示せず）から延びて押圧部
材１０に形成されたガス供給口４３に接続されるガス供給管（図示せず）へ送られる。そ
して、不活性ガスがガス供給口４３からガス供給路４２に送り込まれ、ガス噴射口４４か
ら不活性ガスが被成形材３とは平行方向に拡散しないように噴射される。ここで、不活性
ガスが噴射されるタイミングは、被成形材３が通電により加熱されている間は被成形材３
の表面及び内部の材料成分が酸化するのを防止する為に噴射をされる作動としても良いし
、不活性ガス雰囲気を作る為に、通電加熱以外の動作をしているときも絶えず噴射してい
る作動としても良い。本実施形態では、押圧部材１０に通電させている時間中に、一分間
につき約２０Ｌの不活性ガスを噴射させている。
【００７２】
 不活性ガスを被成形材３に噴射しながら加熱を行うことにより、加熱による被成形材３
の表面及び内面の劣化する材料成分を低減し、成形品強度の低下を防ぐことが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態１による逐次成形装置の上面図である。
【図２】本発明の実施形態１による逐次成形装置の側面図である。
【図３】本発明の実施形態１による押圧部材の部分拡大図である。
【図４】本発明の実施形態２による押圧加工時の部分拡大図である。
【図５】本発明の実施形態３による押圧加工時の部分拡大図である。
【符号の説明】
【００７４】
１　　　逐次成形装置　
２　　　通電装置
３　　　被成形材　
４　　　ダイス　
５　　　基台
１０　　押圧部材
１１　　第１押圧部材
１２　　第２押圧部材
１１１　第１押圧棒
１１２　下端部
１１３　ホルダー
１１４　テーパ面
１１５　円筒部
１２１　第２押圧棒
１２２　上端部
１２３　ホルダー
２０　　加熱部材
２１　　第１電極
２２　　第２電極
２３　　電極用カプラ
２４　　電極用導線
３０　　把持部材
３１　　上把持部材
３２　　下把持部材
３３　　支持部材
４０　　ガス噴射装置
４１　　ガスノズル
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４２　　ガス供給路
４３　　ガス供給口
４４　　ガス噴射口
４５　　内周壁
５１　　転写面
５２　　当接面
５３　　端部
５４　　支持部
５５　　下端面
５６　　上端部
５７　　段部
５８　　成形部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】



(13) JP 4876823 B2 2012.2.15

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－２３６６２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－１７９１２３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００３－１８１５５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２１Ｄ　　２２／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

