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(57)【要約】
【課題】製造工程の簡素化及び加工精度の向上を図るこ
とができる中空エンジンバルブの製造方法を提供する。
【解決手段】弁傘部１０ａと中空軸部１０ｂとに亘って
中空孔１０ｃが形成された弁本体１０を備える中空エン
ジンバルブ１の製造方法において、弁本体１０の素材と
なる中実丸棒１１を１回の熱間鍛造によって半完成品１
２に成形し、この半完成品１２に対してロータリスエー
ジング加工を行うことにより、当該半完成品１２を半完
成品１３に成形し、この半完成品１３に対してネッキン
グ加工を行うことにより、当該半完成品１３を弁本体１
０に成形し、この弁本体１０における中空軸部１０ｂの
端部に軸端封止部材２０を接合する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弁傘部と当該弁傘部に接続する中空軸部とに亘って中空孔が形成された弁本体を備える
中空エンジンバルブの製造方法において、
　前記弁本体の素材となる中実丸棒を、１回の熱間鍛造によって、前記弁傘部に対応した
半完成品弁傘部と前記中空軸部に対応した半完成品中空軸部とに亘って前記中空孔に対応
した半完成品中空孔が形成された弁本体半完成品に成形し、
　前記弁本体半完成品に対して、前記弁本体半完成品を回転させながら、前記半完成品中
空軸部の外周面を押圧するロータリスエージング加工を行うことにより、前記半完成品中
空軸部の径を縮径すると共に、前記半完成品中空軸部の軸長を長くし、
　ロータリスエージング加工後の前記弁本体半完成品に対して、前記半完成品中空軸部と
、前記半完成品弁傘部と前記半完成品中空軸部との間の接続部分となる半完成品首部とを
、段階的に絞り上げるネッキング加工を行うことにより、前記半完成品中空軸部の径を縮
径すると共に、前記半完成品中空軸部の軸長を長くして、当該弁本体半完成品を前記弁本
体に成形し、
　前記弁本体における前記中空軸部の端部に、前記中空孔を封止するように軸端封止部材
を接合する
　ことを特徴とする中空エンジンバルブの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の中空エンジンバルブの製造方法において、
　前記半完成品弁傘部内における前記半完成品中空孔の下端に、内径が前記半完成品中空
孔の内径よりも大径となる半完成品拡径孔部を加工する
　ことを特徴とする中空エンジンバルブの製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の中空エンジンバルブの製造方法において、
　ネッキング加工前に、前記半完成品首部が所定の肉厚となるように、当該半完成品首部
を加工する
　ことを特徴とする中空エンジンバルブの製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の中空エンジンバルブの製造方法において、
　冷媒用の金属ナトリウムを前記中空孔内に入れた後、前記軸端封止部材を前記中空軸部
の端部に接合する
　ことを特徴とする中空エンジンバルブの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弁傘部と当該弁傘部に接続する中空軸部とに亘って中空孔が形成された弁本
体を備える中空エンジンバルブの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エンジンバルブの中には、エンジンの高出力化及び高性能化に伴って、その内部
を中空状に形成したものが種々提供されている。これにより、中空のエンジンバルブにお
いては、中実のエンジンバルブと比べて、軽量化が図られることとなり、高精度なバルブ
開閉動作を行うことができる。そして、このような、従来の中空エンジンバルブの製造方
法は、例えば、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４３９０２９１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の中空エンジンバルブの製造方法では、弁本体、中空軸部材、軸端封止部材を
それぞれ個別に製造した後、それら各部材同士を接合することにより、完成品としての中
空エンジンバルブを得るようにしている。更に、それらの部材の中でも、弁本体の製造方
法では、素材となる中実丸棒を２回の鍛造によって半完成品に成形した後、この半完成品
をネッキング加工（絞り上げ加工）によって弁本体に成形するようにしている。
【０００５】
　しかしながら、上述したように、従来の鍛造工程においては、中実丸棒に対して、２回
の鍛造を行う必要があり、１回目の鍛造で、中実丸棒をコップ状の中間品に成形した後、
２回目の鍛造で、中間品を半完成品に成形するようにしている。
【０００６】
　更に、２回目の鍛造においては、中間品の下端部分を外側に拡げるような鍛造を行うこ
とにより、半完成品の弁傘部を成形するようにしており、このような鍛造を実施するため
には、コップ状の中間品の中空孔に中子を挿入した状態で、成型しなくてはならない。そ
して、このように、中子を挿入した状態で成型する場合には、中間品の下側部分を外側に
拡げる過程の中で、中子を、１回目の鍛造によって成形された中間品の中空孔に挿入する
必要があるため、必然的に、中子の外径は中間品における中空孔の内径よりも小径となる
。これにより、中子の外径が中間品における中空孔の内径よりも小径となる分、その中空
孔内に段差が生じるおそれがある。
【０００７】
　特に、弁本体の半完成品を熱間鍛造によって成形する場合には、そのような段差が生じ
易くなる。そして、その段差は、次工程となるネッキング加工時において、絞り上げ不良
を招くものとなるだけでなく、中空エンジンバルブの使用時において、応力集中を受ける
強度低下部となってしまう。
【０００８】
　また、ネッキング加工よって成形される弁本体の中空軸部（中空孔）の内径は、ネッキ
ング加工開始時における半完成品の中空軸部（中空孔）の内径から、その設定範囲がある
程度決まってしまう。更に、ネッキング加工時においては、半完成品における中空軸部の
肉厚が単調に増加するため、完成品としての弁本体における中空軸部の肉厚は、ネッキン
グ加工開始時における半完成品の中空軸部の肉厚から、その設定範囲がある程度決まって
しまう。これにより、従来の製造方法では、任意の寸法の弁本体（中空エンジンバルブ）
を製造することが困難となっている。
【０００９】
　従って、本発明は上記課題を解決するものであって、製造工程の簡素化及び加工精度の
向上を図ることができる中空エンジンバルブの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する第１の発明に係る中空エンジンバルブの製造方法は、
　弁傘部と当該弁傘部に接続する中空軸部とに亘って中空孔が形成された弁本体を備える
中空エンジンバルブの製造方法において、
　前記弁本体の素材となる中実丸棒を、１回の熱間鍛造によって、前記弁傘部に対応した
半完成品弁傘部と前記中空軸部に対応した半完成品中空軸部とに亘って前記中空孔に対応
した半完成品中空孔が形成された弁本体半完成品に成形し、
　前記弁本体半完成品に対して、前記弁本体半完成品を回転させながら、前記半完成品中
空軸部の外周面を押圧するロータリスエージング加工を行うことにより、前記半完成品中
空軸部の径を縮径すると共に、前記半完成品中空軸部の軸長を長くし、
　ロータリスエージング加工後の前記弁本体半完成品に対して、前記半完成品中空軸部と
、前記半完成品弁傘部と前記半完成品中空軸部との間の接続部分となる半完成品首部とを
、段階的に絞り上げるネッキング加工を行うことにより、前記半完成品中空軸部の径を縮
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径すると共に、前記半完成品中空軸部の軸長を長くして、当該弁本体半完成品を前記弁本
体に成形し、
　前記弁本体における前記中空軸部の端部に、前記中空孔を封止するように軸端封止部材
を接合する
　ことを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決する第２の発明に係る中空エンジンバルブの製造方法は、
　前記半完成品弁傘部内における前記半完成品中空孔の下端に、内径が前記半完成品中空
孔の内径よりも大径となる半完成品拡径孔部を加工する
　ことを特徴とする。
【００１２】
　上記課題を解決する第３の発明に係る中空エンジンバルブの製造方法は、
　ネッキング加工前に、前記半完成品首部が所定の肉厚となるように、当該半完成品首部
を加工する
　ことを特徴とする。
【００１３】
　上記課題を解決する第４の発明に係る中空エンジンバルブの製造方法は、
　冷媒用の金属ナトリウムを前記中空孔内に入れた後、前記軸端封止部材を前記中空軸部
の端部に接合する
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　従って、本発明に係る中空エンジンバルブの製造方法によれば、弁本体の素材となる中
実丸棒を、１回の熱間鍛造によって、弁本体半完成品に成形し、この弁本体半完成品を、
ロータリスエージング加工及びネッキング加工によって、完成品としての弁本体に成形す
ることにより、製造工程の簡素化及び加工精度の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施例に係る中空エンジンバルブの製造方法により製造される中空エ
ンジンバルブの縦断面図である。
【図２】（ａ）～（ｆ）は中実丸棒を弁本体に成形するまでの過程を順に示した図である
。
【図３】熱間鍛造用プレス金型の概略構成図であって、（ａ）～（ｄ）は中実丸棒を半完
成品に成形するまでの動作を順に示した図である。
【図４】半完成品の中空孔に対する切削加工の様子を示した図である。
【図５】ロータリスエージング加工装置の概略構成図であって、（ａ）はその平面図、（
ｂ）はその側面図である。
【図６】半完成品の首部に対する切削加工の様子を示した図である。
【図７】ネッキング加工装置の概略構成図であって、半完成品を弁本体に成形するまでの
動作を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る中空エンジンバルブの製造方法について、図面を用いて詳細に説明
する。
【実施例】
【００１７】
　図１に示すように、本発明に係る製造方法によって製造される中空エンジンバルブ１は
、車両等のエンジンにおいて、吸気バルブまたは排気バルブとして使用されるものであっ
て、中空軸状の弁本体１０と軸状の軸端封止部材２０とから構成されている。そして、弁
本体１０と軸端封止部材２０とは、互いの軸端間で接合されている。
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【００１８】
　また、図１及び図２（ｆ）に示すように、弁本体１０は、傘状の弁傘部１０ａ及び中空
軸状の中空軸部１０ｂを有しており、その弁本体１０の内部には、中空孔１０ｃが、弁傘
部１０ａと中空軸部１０ｂとに亘って、当該弁傘部１０ａ及び中空軸部１０ｂの外形形状
に沿うように形成されている。そして、中空孔１０ｃ内には、冷媒用の金属ナトリウムＮ
が封入可能となっている。
【００１９】
　更に、弁傘部１０ａ内における中空孔１０ｃの下端には、拡径孔部１０ｄが形成されて
おり、この拡径孔部１０ｄの最大内径ｄ２は、中空孔１０ｃの内径よりも大径となってい
る。そして、弁傘部１０ａと中空軸部１０ｂとの間には、首部１０ｅが形成されている。
【００２０】
　なお、弁本体１０及び軸端封止部材２０の材質は、例えば、耐熱鋼となるＳＵＨ１，Ｓ
ＵＨ３、ＳＵＨ１１、ＳＵＨ３５、ＳＵＨ３８等を採用することができる。
【００２１】
　次に、中空エンジンバルブ１の製造方法について、図１乃至図７を用いて詳細に説明す
る。
【００２２】
　ここで、図２（ａ）～（ｆ）に示すように、弁本体１０は、その素材となる中実丸棒１
１を熱間鍛造することにより成形された半完成品１２に対して、弁傘部１２ａ内の中空孔
１２ｃへの切削加工、中空軸部１２ｂへのロータリスエージング加工（冷間鍛造加工）、
首部１３ｅへの切削加工（旋削加工）、及び、中空軸部１３ｂ及び首部１３ｅへのネッキ
ング加工（絞り上げ加工）を順次行うことにより、その形状を半完成品１２の形状から半
完成品１３の形状に変えた後、最終的に成形されるものである。なお、上記ネッキング加
工は、原則として、加工精度の観点から、半完成品１３を常温に保持した状態の冷間鍛造
とすることが望ましいが、素材の加工性に応じて、半完成品１３を加熱した状態の鍛造と
しても構わない。
【００２３】
　先ず、図２（ａ），（ｂ）及び図３（ａ）～（ｄ）に示すように、予め所定の形状に形
成された中実丸棒１１を、熱間鍛造用のプレス金型４０を用いて、半完成品１２に成形す
る。
【００２４】
　図３（ａ）に示すように、プレス金型４０は、円柱状の上型（パンチ）４１と円筒状の
下型４２とから構成されている。このうち、下型４２は、ダイブロック５１、フローティ
ングダイ５２、及び、シリンダブロック５３から構成されており、ダイブロック５１の上
部及び下部には、フローティングダイ５２及びシリンダブロック５３が、それぞれ設けら
れている。
【００２５】
　ダイブロック５１の中心部には、円筒状の収容部５１ａが、そのダイブロック５１を上
下方向に貫通するように形成されており、更に、この収容部５１ａ内には、中子５４が、
その収容部５１ａを上下方向に貫通するように配置されている。このとき、中子５４は、
収容部５１ａとシリンダブロック５３の上面と間で、その軸方向（上下方向）への移動が
規制されるように支持されている。
【００２６】
　また、収容部５１ａ内には、円筒状のノックアウトピン５５が配置されており、このノ
ックアウトピン５５の中空孔５５ａ内には、中子５４が挿入されている。そして、ノック
アウトピン５５の下端には、フランジ部５５ｂが形成されており、このフランジ部５５ｂ
は、収容部５１ａ内において、上下方向に摺動可能に支持されている。
【００２７】
　更に、収容部５１ａの内周面とノックアウトピン５５の外周面との間には、複数のばね
５６が設けられている。これらばね５６は、フローティングダイ５２の下面とノックアウ
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トピン５５のフランジ部５５ｂとの間において、圧縮状態で介在されている。
【００２８】
　そして、フローティングダイ５２の中心部には、キャビティ５２ａが、そのフローティ
ングダイ５２を上下方向に貫通するように形成されている。このキャビティ５２ａの中心
部には、中子５４の上端が配置されており、当該中子５４の径方向外側に配置されるノッ
クアウトピン５５の上端は、そのキャビティ５２ａの下方から、当該キャビティ５２ａ内
に出没可能となっている。
【００２９】
　また、フローティングダイ５２の外周部には、複数のピン摺動孔５２ｂが、その周方向
に沿って設けられており、これらピン摺動孔５２ｂは、フローティングダイ５２を上下方
向に貫通するように形成されている。更に、ピン摺動孔５２ｂ内には、摺動ピン５７が摺
動可能に支持されており、この摺動ピン５７の下端は、ダイブロック５１の上部に固定さ
れている。
【００３０】
　一方、シリンダブロック５３の中心部には、シリンダ部５３ａが形成されており、この
シリンダ部５３ａ内には、ピストン部材５８が上下方向に摺動可能に支持されている。そ
して、ピストン部材５８の上端は、シリンダブロック５３の上部及びダイブロック５１の
下部を貫通して、収容部５１ａ内におけるフランジ部５５の下面を押圧可能となっている
。
【００３１】
　従って、中実丸棒１１をプレス金型４０を用いて半完成品１２に成形する場合には、先
ず、図３（ａ）に示すように、下型４２を下限位置に下降させた後、そのキャビティ５２
ａ内に配置された中子５４の上端面に、所定の温度に加熱した中実丸棒１１を載置する。
【００３２】
　なお、中実丸棒１１は、熱間鍛造前において、例えば、９５０～１２００℃の温度で、
予め加熱されている。また、その温度範囲内で加熱された中実丸棒１１を中子５４の上端
面に載置した場合には、当該中実丸棒１１は、その上半分以上がキャビティ５２ａ内から
その上方に突出した状態となっている。
【００３３】
　更に、上記熱間鍛造開始時（プレス金型４０の可動開始時）においては、ピストン部材
５８は、シリンダ部５３ａ内において、下限位置に位置決めされているため、ノックアウ
トピン５５も、収納部５１ａ内において、下限位置に配置されている。これにより、ダイ
ブロック５１の上面とフローティングダイ５２の下面とは密着している。
【００３４】
　次いで、図３（ｂ）に示すように、下型４２を、下限位置から上型４１に当接するまで
、上昇させる。これにより、中実丸棒１１は、上型４１によって、中子５４の上端を覆う
ように、キャビティ５２ａ内の下方に向けて押し込まれる。即ち、中実丸棒１１は、上型
４１、キャビティ５２ａ、及び、中子５４によって囲まれた空間内に、充填されることに
より、半完成品１２に成形される。
【００３５】
　そして、図３（ｃ）に示すように、下型４２を下限位置に下降させた後、ピストン部材
５８を上方に移動させる。これにより、ノックアウトピン５５のフランジ部５５ｂがピス
トン部材５８によって上方に向けて押圧されるため、フローティングダイ５２は、ばね５
６の付勢力によって、ダイブロック５１から上昇して離間する。このとき、フローティン
グダイ５２が所定の上昇量に到達すると、そのピン摺動孔５２ｂと摺動ピン５７とが当接
することになり、そのフローティングダイ５２の上昇が規制される。
【００３６】
　次いで、図３（ｄ）示すように、更に、ピストン部材５８を上方に移動させると、ノッ
クアウトピン５５のみがばね５６の付勢力に抗して上昇する。これにより、フローティン
グダイ５２のキャビティ５２ａ内に嵌め込まれていた半完成品１２が、ノックアウトピン
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５５により、上方に押圧される。即ち、キャビティ５２ａ内で成形された半完成品１２は
、ノックアウトピン５５による下方からの押圧力によって、中子５４から外れて、そのキ
ャビティ５２ａ内から外方へ弾き出される。
【００３７】
　このように、中実丸棒１１の熱間鍛造をプレス金型４０によって行うことにより、中実
丸棒１１を１回の鍛造によって半完成品１２に成形することができる。このとき、図２（
ｂ）に示すように、成形された半完成品１２における中空孔１２ｃの内径は、ｄ１に形成
されている。
【００３８】
　また、中実丸棒１１を１回の鍛造によって半完成品１２に成形することにより、上述し
たような、中実丸棒を２回の鍛造によって半完成品に成形する際に形成される段差の発生
を、防止することができる。これにより、鍛造工程の簡素化を図ることができるだけでな
く、弁本体１０（中空エンジンバルブ１）の強度も向上させることができる。
【００３９】
　更に、プレス金型４０の下型４２においては、フローティングダイ５２をばね５６によ
って浮上させるフローティング構造を採用しているため、ばね５６の付勢力を調整するこ
とにより、プレス速度（下型４２の移動速度）を調整することができる。これにより、中
実丸棒１１を半完成品１２に成形する際には、背圧を発生させながら成形する金型を用い
たときと同じような作用が発揮されるため、半完成品１２における弁傘部１２ａ側と中空
軸部１２ｂ側とに、中実丸棒１１を十分に分流させることができる。この結果、フローテ
ィング構造を採用したプレス金型４０によって成形された半完成品１２は、フローティン
グ構造を有しないプレス金型によって成形されたものに比べて、その成形性が大幅に向上
することになる。
【００４０】
　続いて、図２（ｂ），（ｃ）及び図４に示すように、熱間鍛造により得られた半完成品
１２の中空孔１２ｃに対して、切削工具６０を用いて切削加工を行う。
【００４１】
　具体的には、図４に示すように、先ず、切削工具６０を準備する。この切削工具６０は
、軸状の工具本体６１と、この工具本体６１の先端に設けられる複数の切れ刃６２とから
構成されている。また、切れ刃６２は、工具本体６１の径方向外側に向けて出没可能に支
持されている。
【００４２】
　次いで、切削工具６０の先端側を、半完成品１２の中空孔１２ｃ内に挿入した後、当該
切削工具６０を回転させながら、その工具回転軸方向に移動させると共に、切れ刃６２を
、その工具径方向外側に向けて徐々に移動させる。これにより、中空孔１２ｃの下端が切
れ刃６２によって切削され、その下端に拡径孔部１２ｄが形成される。
【００４３】
　このとき、図２（ｃ）及び図４に示すように、拡径孔部１２ｄは、その内径が、底面に
向かうに従って、漸次増大するように形成されており、その拡径孔部１２ｄの最大内径ｄ
２は、中空孔１２ｃの内径ｄ１よりも大径となっている。
【００４４】
　即ち、図２（ｂ）に示すように、熱間鍛造後の半完成品１２においては、弁傘部１２ａ
、中空軸部１２ｂ、弁傘部１２ａと中空軸部１２ｂとに亘る中空孔１２ｃ、及び、弁傘部
１２ａと中空軸部１２ｂとの接続部分となる首部１２ｅが形成されることになる。更に、
図２（ｃ）に示すように、切削加工後の半完成品１２においては、弁傘部１２ａ内におけ
る中空孔１２ｃの下端に、拡径孔部１２ｄが形成されることになる。
【００４５】
　つまり、半完成品１２における弁傘部（半完成品弁傘部）１２ａ、中空軸部（半完成品
中空軸部）１２ｂ、中空孔（半完成品中空孔）１２ｃ、拡径孔部（半完成品拡径孔部）１
２ｄ、及び、首部（半完成品首部）１２ｅは、完成品としての弁本体１０における弁傘部
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１０ａ、中空軸部１０ｂ、中空孔１０ｃ、拡径孔部１０ｄ、及び、首部１０ｅに対応した
ものとなっている。
【００４６】
　続いて、図２（ｃ），（ｄ）及び図５（ａ），（ｂ）に示すように、切削加工により得
られた半完成品１２を、冷間鍛造用のロータリスエージング加工装置７０を用いて、半完
成品１３に成形する。
【００４７】
　図５（ａ），（ｂ）に示すように、ロータリスエージング加工装置７０は、回転テーブ
ル７１、中子７２、及び、ダイス７３ａ，７３ｂから構成されている。
【００４８】
　回転テーブル７１は、その中心軸周りに回転可能に支持されており、その上面には、半
完成品１２が装着可能となっている。また、中子７２は、回転テーブル７１の上方におい
て、当該回転テーブル７１と同軸上に配置されると共に、その中心軸周りに回転可能で、
且つ、その中心軸方向に移動可能に支持されている。なお、中子７２の外径は、半完成品
１２における中空孔１２ｃの内径ｄ１よりも小径となっている。
【００４９】
　更に、ダイス７３ａ，７３ｂは、回転テーブル７１及び中子７２の中心軸を中心として
対向配置されている。そして、このように対向配置されたダイス７３ａ，７３ｂの各組に
おいては、回転テーブル７１及び中子７２（半完成品１２）の径方向において、互いに接
近離間するように支持されており、ダイス７３ａ，７３ｂの先端面は、ロータリスエージ
ング加工後の半完成品１３における中空軸部１３ｂの外周面に沿うような、曲面に形成さ
れている。
【００５０】
　従って、半完成品１２をロータリスエージング加工装置７０を用いて半完成品１３に成
形する場合には、図５（ａ），（ｂ）に示すように、先ず、回転テーブル７１上に半完成
品１２を装着した後、中子７２をその半完成品１２の中空孔１２ｃ内に挿入する。次いで
、回転テーブル７１と中子７２とを同じ方向に回転させ、中子７２と半完成品１２とを同
期回転させる。そして、ダイス７３ａ，７３ｂを、回転する半完成品１２における中空軸
部１２ｂの外周面に押圧させる。
【００５１】
　これにより、半完成品１２は、中空軸部１２ｂの外径が縮径されると共に、中空軸部１
２ｂの軸長が長くなるように変形して、半完成品１３に成形される。このとき、図２（ｄ
）に示すように、半完成品１３における拡径孔部１３ｄの最大内径は、ｄ２のままとなっ
ている。
【００５２】
　即ち、ロータリスエージング加工装置７０によるロータリスエージング加工を、後述す
る、ネッキング加工装置９０によるネッキング加工前に行うことにより、ネッキング加工
前に、半完成品１２の中空軸部１２ｂを半完成品１３の中空軸部１３ｂに予備的に成形す
ることができるので、その中空軸部１３ｂを任意の寸法に容易に制御することができる。
また、中子７２の外径及びダイス７３ａ，７３ｂにおける先端面の曲率を、任意の寸法に
設定することにより、半完成品１３における中空軸部１３ｂの肉厚を、均一にすることが
できるだけでなく、半完成品１２における中空軸部１２ｂの肉厚に比べて、厚くしたり、
薄くしたりするように、中空軸部１３ｂの肉厚を容易に制御することができる。なお、半
完成品１３の寸法によっては、中子７２を使用しないロータリスエージング加工としても
構わない。
【００５３】
　続いて、図２（ｄ），（ｅ）及び図６に示すように、ロータリスエージング加工により
得られた半完成品１３の首部１３ｅに対して、バイト８０を用いて切削加工を行う。
【００５４】
　具体的には、図６に示すように、旋削盤（図示省略）に取り付けた半完成品１３を、そ
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の軸心周りに回転させながら、当該半完成品１３における首部１３ｅの外周面を、旋削盤
に装着されたバイト８０によって切削する。これにより、首部１３ｅの外周面は、当該首
部１３ｅの肉厚が所定の肉厚となるようなＲ形状となる。
【００５５】
　そして、上述したように、半完成品１３における首部１３ｅの外周面を切削して、当該
首部１３ｅの肉厚を所定の肉厚に形成することにより、後述する、ネッキング加工装置９
０によるネッキング加工時において、首部１３ｅの内周面がその内側に向けて膨出するこ
とを防止することができる。
【００５６】
　即ち、図２（ｄ）に示すように、ロータリスエージング加工後の半完成品１３において
は、弁傘部１３ａ、中空軸部１３ｂ、弁傘部１３ａと中空軸部１３ｂとに亘る中空孔１３
ｃ、弁傘部１３ａ内における中空孔１３ｃの下端に配置される拡径孔部１３ｄ、及び、弁
傘部１３ａと中空軸部１３ｂとの接続部分となる首部１３ｅが形成されることになる。更
に、図２（ｅ）に示すように、切削加工後の半完成品１３においては、首部１３ｅの肉厚
調整が行われることになる。
【００５７】
　つまり、半完成品１３における弁傘部（半完成品弁傘部）１３ａ、中空軸部（半完成品
中空軸部）１３ｂ、中空孔（半完成品中空孔）１３ｃ、拡径孔部（半完成品拡径孔部）１
３ｄ、及び、首部（半完成品首部）１３ｅは、完成品としての弁本体１０における弁傘部
１０ａ、中空軸部１０ｂ、中空孔１０ｃ、拡径孔部１０ｄ、及び、首部１０ｅに対応した
ものとなっている。
【００５８】
　続いて、図２（ｅ），（ｆ）及び図７に示すように、切削加工により得られた半完成品
１３を、冷間鍛造用または温間鍛造用のネッキング加工装置９０を用いて、弁本体１０に
成形する。
【００５９】
　図７に示すように、ネッキング加工装置９０は、半完成品１３の中空軸部１３ｂ及び首
部１３ｅを段階的に絞り上げて、最終的に、半完成品１３を弁本体１０に成形するもので
ある。そして、そのネッキング加工装置９０の下部には、ベッド９１が設けられると共に
、このベッド９１の上部には、可動台９２が昇降可能に支持されている。
【００６０】
　また、可動台９２の下面には、筒状のｎ個のダイスＤ１，Ｄ２，…Ｄ（ｍ－１），Ｄｍ
，…Ｄ（ｎ－１），Ｄｎが、半完成品１３の搬送方向に沿って設けられている。但し、添
え字ｍはｍ番目を示し、添え字ｎはｎ番目（最後）を示しており、ｍ及びｎは、ｍ＜ｎで
、且つ、いずれも３を超える正の整数となっている。
【００６１】
　更に、ダイスＤ１，Ｄ２，Ｄ（ｍ－１），Ｄｍ，Ｄ（ｎ－１），Ｄｎの中央部には、円
形断面をなす成形孔Ｍ１，Ｍ２，Ｍ（ｍ－１），Ｍｍ，Ｍ（ｎ－１），Ｍｎが、それぞれ
下方に向けて開口されている。そして、成形孔Ｍ１，Ｍ２，Ｍ（ｍ－１），Ｍｍ，Ｍ（ｎ
－１），Ｍｎの内径は、搬送方向下流側に配置されるに従って、漸次小径となるように形
成されている。
【００６２】
　一方、ベッド９１の上面には、半完成品１３及び弁本体１０が、搬送手段（図示省略）
によって、成形孔Ｍ１，Ｍ２，Ｍ（ｍ－１），Ｍｍ，Ｍ（ｎ－１），Ｍｎに対応した位置
に、搬送及び位置決め可能となっている。
【００６３】
　従って、半完成品１３をネッキング加工装置９０を用いて弁本体１０に成形する場合に
は、図７に示すように、先ず、半完成品１３を、ベッド９１上における搬送方向最上流側
の所定位置に載置する。次いで、上記搬送手段の搬送動作及び位置決め動作と、可動台９
２の昇降動作とを、交互に行って、ダイスＤ１，Ｄ２，Ｄ（ｍ－１），Ｄｍ，Ｄ（ｎ－１
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），Ｄｎによるｎ回のネッキング加工を行う。これにより、半完成品１３は、例えば、そ
の形状を半完成品１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃの形状に変えながら、最終的に、完成品として
の弁本体１０に成形される。
【００６４】
　このとき、半完成品１３から、半完成品１３Ａ～１３Ｃを介して、弁本体１０に成形さ
れる過程においては、中空軸部１３ｂの外径及び中空孔１３ｃの内径が徐々に縮径される
と共に、中空軸部１３ｂの軸長が徐々に長くなるだけでなく、外周面が所定のＲ形状とな
る首部１３ｅが、その肉厚を徐々に変えながら、最終的に、所定の肉厚の首部１０ｅに変
形する。
【００６５】
　また、半完成品１３，１３Ａ～１３Ｃの弁傘部１３ａは、成形孔Ｍ１，Ｍ２，Ｍ（ｍ－
１），Ｍｍ，Ｍ（ｎ－１），Ｍｎ内に接触しないため、当該半完成品１３，１３Ａ～１３
Ｃの拡径孔部１３ｅ及び弁本体１０の拡径孔部１０ｅにおける最大内径は、ｄ２のままと
なっている。
【００６６】
　続いて、図１に示すように、ネッキング加工により得られた弁本体１０の中空孔１０ｃ
内に、金属ナトリウムＮを注入した後、軸端封止部材２０をその中空孔１０ｃを塞ぐよう
に中空軸部１０ｂの端部に接合する。これにより、中空エンジンバルブ１を得ることがで
きる。
【００６７】
　なお、上述した実施形態では、熱間鍛造後の半完成品１２に対して、中空孔１２ｃへの
切削加工を行って、拡径孔部１２ｄを形成するようにしているが、ロータリスエージング
加工後の半完成品１３や、首部１３ｅへの切削加工後の半完成品１３に対して、中空孔１
３ｃへの切削加工を行って、拡径孔部１３ｄを形成するようにしても構わない。
【００６８】
　また、上述した実施形態では、弁本体１０の製造方法として、半完成品１２に対して、
弁傘部１２ａ内の中空孔１２ｃへの切削加工、中空軸部１２ｂへのロータリスエージング
加工、首部１３ｅへの切削加工、及び、中空軸部１３ｂ及び首部１３ｅへのネッキング加
工を順次行うようにしているが、中空エンジンバルブ１のバルブ特性に応じて、弁傘部１
２ａ内の中空孔１２ｃへの切削加工、及び、首部１３ｅへの切削加工を除いた製造方法と
しても構わない。
【００６９】
　更に、中空エンジンバルブ１においては、その使用環境に応じて、金属ナトリウムＮを
入れなくても構わない。
【００７０】
　従って、本発明に係る中空エンジンバルブ１の製造方法によれば、弁本体１０の素材と
なる中実丸棒１１を、１回の熱間鍛造によって、半完成品１２に成形した後、この弁本体
半完成品１２を、半完成品１３を介して、完成品としての弁本体１０に成形することによ
り、製造工程の簡素化及び加工精度の向上を図ることができる。
【００７１】
　また、ロータリスエージング加工において、中子７２を半完成品１２の中空孔１２ｃ内
に挿入した状態で、その中空軸部１２ｂの外周面をダイス７２ａ，７２ｂによって押圧す
ることにより、当該中空軸部１２ｂ（中空軸部１３ｂ）の肉厚を均一にすることができる
。更に、熱間鍛造中に発生した中空孔１２ｂにおける内周面の傷や打痕を除去することが
できるので、中空エンジンバルブ１に金属ナトリウムＮを封入した場合には、その金属ナ
トリウムＮの流動性を向上させることができる。これにより、中空エンジンバルブ１にお
ける熱伝導性を向上させることができる。
【００７２】
　更に、軽量化及び熱伝導性の向上を図ることを目的とした弁本体１０の拡径孔部１０ｄ
を、半完成品１２の成形時において、予め、拡径孔部１２ｄとして形成させることにより
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、中空孔１２ｃの内径が中空孔１０ｃの内径よりも大径となる分、拡径孔部１２ｄを容易
に加工することができる。
【００７３】
　また更に、ネッキング加工前に、半完成品１３における首部１３ｅの外周面を、所定の
Ｒ形状となるように切削して、当該首部１３ｅの肉厚調整を行うことにより、ネッキング
加工時において、半完成品１３（半完成品１３Ａ～１３Ｃ）の首部１３ｅの肉厚調整を容
易に行うことができる。これにより、弁本体１０における首部１０ｅの肉厚を、所定の肉
厚に容易に形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明に係る中空エンジンバルブの製造方法によれば、軽量で、且つ、耐熱性に優れた
中空エンジンバルブを容易に製造することができるため、例えば、自動車産業等において
有益に利用することができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　　中空エンジンバルブ
１０　　　弁本体
１２，１３　　　半完成品
１０ａ，１２ａ，１３ａ　　　弁傘部
１０ｂ，１２ｂ，１３ｂ　　　中空軸部
１０ｃ，１２ｃ，１３ｃ　　　中空孔
１０ｄ，１２ｄ，１３ｄ　　　拡径孔部
１０ｅ，１２ｅ，１３ｅ　　　首部
１１　　　中実丸棒
２０　　　軸端封止部材
４０　　　プレス用金型
４１　　　上型
４２　　　下型
５１　　　ダイブロック
５２　　　フローティングダイ
５３　　　シリンダブロック
５４　　　中子
５５　　　ノックアウトピン
５６　　　ばね
５７　　　摺動ピン
５８　　　ピストン部材
６０　　　切削工具
６１　　　工具本体
６２　　　切れ刃
７０　　　ロータリスエージング加工装置
７１　　　回転テーブル
７２　　　中子
７３ａ，７３ｂ　　　ダイス
８０　　　バイト
９０　　　ネッキング加工装置
９１　　　ベッド
９２　　　可動部
　Ｄ　　　ダイス
　Ｍ　　　成形孔
　Ｎ　　　金属ナトリウム
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