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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下金型と成形用の荷重を付与する上金型とを備え、センター孔を有し、かつ外周部に軸
線に平行なベーン溝を有する略円柱形状のロータ素材を鍛造する金型であって、
　前記下金型は、その成形孔内に突出するベーン溝成形用の羽根部と、成形孔の中心に配
置されるセンター孔成形用のセンターピンとを有し、
　前記上金型は、前記下金型のセンターピンおよび羽根部以外の部分に主荷重を付与する
上金型本体と、前記上金型本体に穿設されたセンターピン対応孔に進退自在に嵌入されて
前記センターピンに第１副荷重を付与する背圧ピンと、前記上金型本体に穿設された羽根
部対応孔に進退自在に嵌入されて前記羽根部に第２副荷重を付与する背圧板とを有し、
　前記主荷重、前記第１副荷重および前記第２副荷重は、それぞれ独立した荷重に設定で
きるようになっており、
　型合わせ時における前記羽根部の先端面を前記羽根対応孔の開口面に対し一致または離
間させるようにしたことを特徴とするロータ素材鍛造用金型。
【請求項２】
　型合わせ時における前記羽根部の先端面と前記羽根部対応孔の開口面との間隔をベーン
溝側の端面差としたとき、そのベーン溝側の端面差が０～２ｍｍに設定される請求項１に
記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項３】
　前記羽根部の外周面と前記羽根部対応孔の内周面との間の間隔を、ベーン溝側のクリア
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ランスとしたとき、そのベーン溝側のクリアランスが０．０１～０．１ｍｍに設定される
請求項１または２に記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項４】
　前記ベーン溝側のクリアランスが部分的に異なっている請求項３に記載のロータ素材鍛
造用金型。
【請求項５】
　前記ベーン溝側のクリアランスのうち、内周側端部および外周側端部の少なくともいず
れか一方のクリアランスが、中間部のクリアランスに対し大きく設定される請求項３また
は４に記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項６】
　型合わせ時における前記センターピンの先端面を前記センターピン対応孔の開口面に対
し一致または離間させるようにした請求項１～５のいずれか１項に記載のロータ素材鍛造
用金型。
【請求項７】
　型合わせ時における前記センターピンの先端面と前記センターピン対応孔の開口面との
間隔をセンター孔側の端面差としたとき、そのセンター孔側の端面差が０～２ｍｍに設定
される請求項６に記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項８】
　前記センターピンの外周面と前記センターピン対応孔の内周面との間隔を、センター孔
側のクリアランスとしたとき、そのセンター孔側のクリアランスが０．０１～０．１ｍｍ
に設定される請求項６または７に記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項９】
　前記センター孔側のクリアランスが部分的に異なっている請求項８に記載のロータ素材
鍛造用金型。
【請求項１０】
　前記背圧ピンの上部に設けられて第１副荷重を付与するための副荷重付与手段、および
前記背圧板の上部に設けられて第２副荷重を付与するための副荷重付与手段を備える請求
項１～９のいずれか１項に記載のロータ素材鍛造用金型。
【請求項１１】
　前記副荷重付与手段はガスクッションである請求項１０に記載のロータ素材鍛造用金型
。
【請求項１２】
　センター孔を有し、かつ外周部に軸線に平行なベーン溝を有する略円柱形状のロータ素
材を鍛造する方法であって、
　成形孔内に突出するベーン溝成形用の羽根部と、成形孔の中心に配置されるセンター孔
成形用のセンターピンとを有する下金型を準備する一方、
　前記下金型のセンターピンおよび羽根部以外の部分に主荷重を付与する上金型本体と、
前記上金型本体に穿設されたセンターピン対応孔に進退自在に嵌入されて前記センターピ
ンに第１副荷重を付与する背圧ピンと、前記上金型本体に穿設された羽根部対応孔に進退
自在に嵌入されて前記羽根部に第２副荷重を付与する背圧板とを有する上金型を準備して
おき、
　型合わせ時に、前記羽根部の先端面を前記羽根部対応孔の開口面に対し一致または離間
させるものとし、
　前記主荷重、前記第１副荷重および前記第２副荷重は、それぞれ独立した荷重に設定で
きるようになっていることを特徴とするロータ素材の鍛造方法。
【請求項１３】
　型合わせ時における前記センターピンの先端面を前記センターピン対応孔の開口面に対
し一致または離間させるようにした請求項１２に記載のロータ素材の鍛造方法。
【請求項１４】
　前記第１副荷重および第２副荷重はそれぞれ２９～８９ＭＰａである請求項１２または
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１３に記載のロータ素材の鍛造方法。
【請求項１５】
　前記第１副荷重および第２副荷重を独立して制御する請求項１２～１４のいずれか１項
に記載のロータ素材の鍛造方法。
【請求項１６】
　前記ロータ素材はアルミニウムまたはアルミニウム合金製である請求項１２～１５のい
ずれか１項に記載の記載ロータ素材の鍛造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外周部にベーン溝を有するロータ素材を製造するためのロータ素材鍛造用
金型およびロータ素材の鍛造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンプレッサーのロータやブレーキ制御用のロータリー式真空ポンプのロータは、外周
部に軸心に対し平行なベーン溝を周方向に等間隔おきに複数形成したものが一般的である
。また、自動車に搭載する空調用ロータリー式コンプレッサーのロータやブレーキ制御用
のロータリー式真空ポンプのロータは、軽量化を目的としてアルミニウム合金製が主流に
なっており、鍛造加工を用いて製造するのが一般的である。
【０００３】
　例えば下記特許文献１に示すロータ製造方法は、下金型の成形孔にベーン溝形成用の羽
根部が形成されており、その成形孔上にセットした円柱形の鍛造素材を、上金型により下
方に加圧して、鍛造素材を成形孔内に充填する。これにより、ベーン溝が下端面から上端
面近傍まで形成された円柱状のロータ素材を得る。そしてそのロータ素材の上端部（余肉
部）を軸心に対し直交する面に沿って切削加工により切除して、ベーン溝の一端側（上端
側）を開放することにより、ベーン溝の両端を開放して、ロータ素材として構成するよう
にしている。
【０００４】
　また下記特許文献２に示すロータ製造方法は、上金型の成形面に、ベーン溝形成用の溝
付けパンチが設けられており、下金型の成形孔内にセットされた鍛造素材に、上金型の溝
付けパンチを打ち込んで、上端面から下端面近傍にかけてベーン溝を形成する。その後続
けて、溝付けパンチを打ち込んで、ベーン溝の下端側を閉塞する余肉部を打ち抜いて除去
することにより、ベーン溝の両端を開放するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２３００６８号公報
【特許文献２】特開２０００－２２０５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に示す従来のロータ製造方法は、鍛造加工によって得られたロータ素材
の余肉部を切除するものであるが、余肉部の除去作業が困難であり、生産効率が低下する
おそれがあった。
【０００７】
　また上記特許文献２に示す従来のロータ製造方法は、ベーン溝の下端部を閉塞する余肉
部を、溝付けパンチによって打ち抜いて除去するものであるが一般的に、打ち抜き加工は
、破断位置を正確にコントロールするのが困難であり、不本意な割れや欠落が生じる可能
性が高く、余肉部を的確に除去できない、という問題を抱えている。
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【０００８】
　本発明の好ましい実施形態は、関連技術における上述した及び／又は他の問題点に鑑み
てなされたものである。本発明の好ましい実施形態は、既存の方法及び／又は装置を著し
く向上させることができるものである。
【０００９】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、高い生産効率を確保しつつ、余
肉部を的確に除去することができるロータ素材鍛造用金型およびロータ素材の鍛造方法を
提供することを目的とする。
【００１０】
　本発明のその他の目的及び利点は、以下の好ましい実施形態から明らかであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するため、本発明は、以下の構成を備えている。
【００１２】
　［１］下金型と成形用の荷重を付与する上金型とを備え、センター孔を有し、かつ外周
部に軸線に平行なベーン溝を有する略円柱形状のロータ素材を鍛造する金型であって、
　前記下金型は、その成形孔内に突出するベーン溝成形用の羽根部と、成形孔の中心に配
置されるセンター孔成形用のセンターピンとを有し、
　前記上金型は、前記下金型のセンターピンおよび羽根部以外の部分に主荷重を付与する
上金型本体と、前記上金型本体に穿設されたセンターピン対応孔に進退自在に嵌入されて
前記センターピンに第１副荷重を付与する背圧ピンと、前記上金型本体に穿設された羽根
部対応孔に進退自在に嵌入されて前記羽根部に第２副荷重を付与する背圧板とを有し、
　型合わせ時における前記羽根部の先端面を前記羽根部対応孔の開口面に対し一致または
離間させるようにしたことを特徴とするロータ素材鍛造用金型。
【００１３】
　［２］型合わせ時における前記羽根部の先端面と前記羽根部対応孔の開口面との間隔を
ベーン溝側の端面差としたとき、そのベーン溝側の端面差が０～２ｍｍに設定される前項
１に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００１４】
　［３］前記羽根部の外周面と前記羽根部対応孔の内周面との間の間隔を、ベーン溝側の
クリアランスとしたとき、そのベーン溝側のクリアランスが０．０１～０．１ｍｍに設定
される前項１または２に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００１５】
　［４］前記ベーン溝側のクリアランスが部分的に異なっている前項３に記載のロータ素
材鍛造用金型。
【００１６】
　［５］前記ベーン溝側のクリアランスのうち、内周側端部および外周側端部の少なくと
もいずれか一方のクリアランスが、中間部のクリアランスに対し大きく設定される前項３
または４に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００１７】
　［６］型合わせ時における前記センターピンの先端面を前記センターピン対応孔の開口
面に対し一致または離間させるようにした前項１～５のいずれか１項に記載のロータ素材
鍛造用金型。
【００１８】
　［７］型合わせ時における前記センターピンの先端面と前記センターピン対応孔の開口
面との間隔をセンター孔側の端面差としたとき、そのセンター孔側の端面差が０～２ｍｍ
に設定される前項６に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００１９】
　［８］前記センターピンの外周面と前記センターピン対応孔の内周面との間隔を、セン
ター孔側のクリアランスとしたとき、そのセンター孔側のクリアランスが０．０１～０．
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１ｍｍに設定される前項６または７に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００２０】
　［９］前記センター孔側のクリアランスが部分的に異なっている前項８に記載のロータ
素材鍛造用金型。
【００２１】
　［１０］前記背圧ピンの上部に設けられて第１副荷重を付与するための副荷重付与手段
、および前記背圧板の上部に設けられて第２副荷重を付与するための副荷重付与手段を備
える前項１～９のいずれか１項に記載のロータ素材鍛造用金型。
【００２２】
　［１１］前記副荷重付与手段はガスクッションである前項１０に記載のロータ素材鍛造
用金型。
【００２３】
　［１２］センター孔を有し、かつ外周部に軸線に平行なベーン溝を有する略円柱形状の
ロータ素材を鍛造する方法であって、
　成形孔内に突出するベーン溝成形用の羽根部と、成形孔の中心に配置されるセンター孔
成形用のセンターピンとを有する下金型を準備する一方、
　前記下金型のセンターピンおよび羽根部以外の部分に主荷重を付与する上金型本体と、
前記上金型本体に穿設されたセンターピン対応孔に進退自在に嵌入されて前記センターピ
ンに第１副荷重を付与する背圧ピンと、前記上金型本体に穿設された羽根部対応孔に進退
自在に嵌入されて前記羽根部に第２副荷重を付与する背圧板とを有する上金型を準備して
おき、
　型合わせ時に、前記羽根部の先端面を前記羽根部対応孔の開口面に対し一致または離間
させるようにしたことを特徴とするロータ素材の鍛造方法。
【００２４】
　［１３］型合わせ時における前記センターピンの先端面を前記センターピン対応孔の開
口面に対し一致または離間させるようにした前項１２に記載のロータ素材の鍛造方法。
【００２５】
　［１４］前記第１副荷重および第２副荷重はそれぞれ２９～８９ＭＰａである前項１２
または１３に記載のロータ素材の鍛造方法。
【００２６】
　［１５］前記第１副荷重および第２副荷重を独立して制御する前項１２～１４のいずれ
か１項に記載のロータ素材の鍛造方法。
【００２７】
　［１６］前記センターピンの断面積が大きいほど第１副荷重を小さくする前項１２～１
５のいずれか１項に記載のロータ素材の鍛造方法。
【００２８】
　［１７］前記ロータ素材はアルミニウムまたはアルミニウム合金製である前項１２～１
６のいずれか１項に記載の記載ロータ素材の鍛造方法。
【発明の効果】
【００２９】
　発明［１］のロータ素材鍛造用金型によれば、ベーン溝の一端面がロータ部の端面より
も内側に配置されたロータ素材を得ることができるため、ベーン溝内周面と余肉部外周面
との径差を小さくできる。このため、ベーン溝側の余肉部を簡単かつ的確に除去できて、
生産効率を向上させることができる。
【００３０】
　発明［２］［３］のロータ素材鍛造用金型によれば、上記の効果を確実に得ることがで
きる。
【００３１】
　発明［４］［５］のロータ素材鍛造用金型によれば、余肉部が不用意に脱落するのを防
止することができる。
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【００３２】
　発明［６］のロータ素材鍛造用金型によれば、センター孔の一端面がロータ部の端面よ
りも内側に配置されたロータ素材加工品を得ることができるため、センター孔内周面と余
肉部外周面との径差を小さくできる。このため、センター孔側の余肉部も簡単かつ的確に
除去できて、より一層生産効率を向上させることができる。
【００３３】
　発明［７］［８］のロータ素材鍛造用金型によれば、上記の効果をより確実に得ること
ができる。
【００３４】
　発明［９］のロータ素材鍛造用金型によれば、センター孔側の余肉部が不用意に脱落す
るのを防止することができる。
【００３５】
　発明［１０］［１１］のロータ素材鍛造用金型によれば、センターピンおよび羽根部の
たわみ変形およびねじれ変形を抑制することができる。
【００３６】
　発明［１２］のロータ素材の鍛造方法によれば、上記と同様に、同様の作用効果を得る
ことができる。
【００３７】
　発明［１３］［１４］のロータ素材の鍛造方法によれば、上記の効果を、より確実に得
ることができる。
【００３８】
　発明［１５］のロータ素材の鍛造方法によれば、センターピンおよび羽根部に形状や寸
法に応じて第１副荷重および第２副荷重を個別に設定でき、センター孔成形時に外周に向
かうメタルフローと羽根部を内方に変形させる力との均衡をより確実に保つことができる
。
【００３９】
　発明［１６］のロータ素材の鍛造方法によれば、上記の効果を、より一層確実に得るこ
とができる。
【００４０】
　発明［１７］に記載のロータ素材の鍛造方法によれば、寸法精度に優れたアルミニウム
またはアルミニウム合金のロータ素材を、材料歩留まり良く鍛造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１はこの発明の実施形態であるロータ素材鍛造用金型を分解して示す斜視図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは実施形態の鍛造用金型による鍛造加工における鍛造準備段階での模式
断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは実施形態の鍛造用金型による鍛造加工における上金型降下段階での模
式断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは実施形態の鍛造用金型による鍛造加工における加工完了段階での模式
断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは実施形態の鍛造用金型による鍛造加工における加工品取出段階での模
式断面図である。
【図３】図３は実施形態の鍛造加工によって得られたロータ素材を示す斜視図である。
【図４】図４は実施形態の製法によって製造されるロータを示す斜視図である。
【図５】図５はロータ素材におけるベーン溝のオフセット量を示す平面図である。
【図６】図６は実施形態の鍛造用金型における上金型を組立状態で示す斜視図である。
【図７Ａ】図７Ａは鍛造用金型における下金型への荷重付与状態を示す部分切欠斜視図で
ある。
【図７Ｂ】図７Ｂは鍛造用金型における鍛造過程におけるメタルフローを説明するための
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図である。
【図８Ａ】図８Ａは実施形態におけるロータ素材の平面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは実施形態におけるロータ素材のベーン溝部分を拡大して示す平面図で
ある。
【図９】図９は実施形態の製造方法における工程手順を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は実施形態のロータ素材をセンター孔部で切り欠いて示す断面図である
。
【図１１】図１１は実施形態のロータ素材をベーン溝部で切り欠いて示す断面図である。
【図１２】図１２は図１０の二点鎖線で囲んだ部分を拡大して示す断面図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは図１１の二点鎖線で囲んだ部分を拡大して示す断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは実施形態のロータ素材におけるベーン溝部周辺を余肉部を除去し
た状態で拡大して示す断面図である。
【図１４】図１４は実施形態の製造方法における余肉部除去工程に用いられたポンチング
装置を概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　＜ロータ＞
　まず始めにこの発明の実施形態に関連するロータ（Ｒ）の構成について説明する。図４
に示すように、ロータ（Ｒ）は、中心にシャフトを貫通させるシャフト孔としてのセンタ
ー孔（３）を有する概略円柱体であり、外周面には溝底が断面円形に拡大された５つのベ
ーン溝（４）が設けられている。これらのベーン溝（４）は、円柱体の軸線に平行で両端
面に貫通し、前記センター孔（３）に偏心して内方に切り込むように設けられている。ま
た、図５に示すように、前記ベーン溝（４）のオフセット量（Ｕ）は、溝幅方向の中心線
（Ｌ１）と、この中心線（Ｌ１）と平行でロータ（Ｒ）の軸線を通る直線（Ｌ２）との距
離で表される。
【００４３】
　ロータ（Ｒ）の材料としては一般にアルミニウムまたはアルミニウム合金が用いられ、
その一例としてＳｉ：１４～１６質量％、Ｃｕ：４～５質量％、Ｍｇ：０．４５～０．６
５質量％、Ｆｅ：０．５質量％以下、Ｍｎ：０．１質量％以下、Ｔｉ：０．２質量％以下
を含有し、残部がＡｌおよび不可避不純物からなるアルミニウム合金を挙示できる。
【００４４】
　＜製造工程＞
　図９に示すように、ロータの製造工程は、主として、切断工程、質量選別工程、鍛造工
程、ポンチング工程、熱処理工程および検査工程を含み、これらの工程を経た後、ロータ
製品として出荷される。
【００４５】
　切断工程および質量選別工程は、鍛造素材を得るための工程であり、切断工程において
、連続鋳造材を所定長さに切断して、所定長さの連続鋳造材を得た後、各鋳造材を質量（
重量）に応じて選別することにより、所望の鍛造素材を得るものである。
【００４６】
　続いて鍛造加工において、上記鍛造素材を鍛造加工してロータ素材を得た後、ポンチン
グ工程において、ロータ素材から余肉部を除去して、ロータ（Ｒ）を得るものである。
【００４７】
　その後、熱処理工程において、ロータ（Ｒ）に対し、加熱処理および焼入処理を行い、
硬度および耐摩耗性を向上させて、ロータ製品とする。そして検査工程において最終検査
を行って、異常がなければ出荷される。
【００４８】
　以下、本実施形態に基づくロータ製造方法について詳細に説明する。
【００４９】
　＜鍛造工程＞
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　図１，２Ａ～Ｄは本実施形態の鍛造加工に用いられる鍛造装置としての鍛造用金型を示
す図、図３はこの鍛造用金型によって鍛造されるロータ素材（１）を示す図である。
【００５０】
　これらの図に示すように鍛造用金型は、ダイスとしての下金型（１０）と成形用荷重を
付与するパンチとしての上金型（３０）とを備えている。これらの金型材料としては周知
の金型用鋼材が用いられる。
【００５１】
　下金型（１０）は、成形孔（１２）を有する下金型本体（１１）と、下金型本体（１１
）の下側に配置されるベース（１５）と、下金型本体（１１）の上側に配置されるブッシ
ュ（１９）とに分割される。
【００５２】
　前記下金型本体（１１）の成形孔（１２）内には、孔内周壁面からベーン溝（４）を成
形するための５つの羽根部（１３）が突出している。前記羽根部（１３）は、ベーン溝（
４）の断面形状に対応し、端部に円形部を有する薄板状である。前記ベース（１５）はプ
レート状であり、中心にロータ（Ｒ）のセンター孔（３）を成形するためのセンターピン
（１６）が固定され、このセンターピン（１６）を囲むようにノックアウトピン（１７）
用の貫通孔（１８）が穿設されている。前記ブッシュ（１９）は、下金型本体（１１）の
成形孔（１２）と同径で上下に貫通する装填孔（２０）を有する環状体である。
【００５３】
　前記ベース（１５）、下金型本体（１１）およびブッシュ（１９）を組み付けると、下
金型本体（１１）の成形孔（１２）内にセンターピン（１６）が挿入されて成形孔（１２
）内部がロータ（Ｒ）の反転形状となり、かつブッシュ（１９）の装填孔（２０）が成形
孔（１２）に連通する。また、図２（Ａ）に示す鍛造の準備段階において、ノックアウト
ピン（１７）はベース（１５）の貫通孔（１８）に挿入され、先端面がベース上面と同一
高さとなる位置で待機している。
【００５４】
　上金型（３０）は、鍛造素材（Ｗ）に主荷重（Ｆ）を付与するための上金型本体（３１
）と、副荷重（Ｆ１）（Ｆ２）を付与するための円形ピン（４０）および扁平板（４１）
とに分割される。
【００５５】
　なお本実施形態においては、円形ピン（４０）によって背圧ピンが構成されるとともに
、扁平板（４１）によって背圧板が構成されている。
【００５６】
　前記上金型本体（３１）は、下半体のパンチ部（３２）が前記ブッシュ（１９）の貫通
孔（２０）に対応する外径の概略円柱体に形成され、大径の上半体（３３）には上面に凹
部（３４）が形成されている。この凹部（３４）には、前記円形ピン（４０）の断面形状
に対応して該円形ピン（４０）を進退可能に嵌入する１つの円形孔（３５）と、前記扁平
板（４１）の断面形状に対応して該扁平板（４１）を進退可能に挿入する５つの扁平孔（
３６）が形成されている。前記円形孔（３５）および扁平孔（３６）はいずれもパンチ部
（３２）の先端面に貫通するものであり、扁平孔（３６）はパンチ部（３２）の外周面に
も開口している。また、前記円形孔（３５）および扁平孔（３５）の位置は下金型本体（
１１）におけるセンターピン（１６）および羽根部（１３）の位置に対応している。
【００５７】
　なお本実施形態においては、円形孔（３６）によって、センターピン対応孔が構成され
るとともに、扁平孔（３５）によって、羽根部対応孔が構成されている。
【００５８】
　前記円形ピン（４０）は、下金型本体（１１）のセンターピン（１６）よりも径の大き
い円形ピンであり、上端に前記円形孔（３５）よりも径の大きい抜止め部（４２）が一体
に形成されている。前記扁平板（４１）は、下金型本体（１１）の羽根部（１３）と同様
に先端に円形部を有する薄板状であるが羽根部（１３）よりもひとまわり大きく、上端に
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前記扁平孔（３６）よりも断面積を拡大させた抜止め部（４３）が一体に取り付けられて
いる。
【００５９】
　そして、図２Ａおよび図６に示すように、前記上金型本体（３１）の凹部（３４）から
円形孔（３５）に前記円形ピン（４０）を嵌入するとともに、各扁平孔（３６）に前記扁
平板（４１）を嵌入すると、上金型本体（３１）、前記円形ピン（４０）、前記扁平板（
４１）が合わさってパンチ部（３２）の先端面および周面がそれぞれ連続し、一つの円柱
体が形成される。
【００６０】
　前記の円形ピン（４０）および扁平板（４１）の上方には、これらに付与する荷重を付
与するためのガスクッション（４５）が配置されている。前記ガスクッション（４５）は
シリンダ（４６）内にピストンロッド（４７）が進退自在に挿入され、ピストンロッド（
４７）に退入方向の力が加わると、内部に封入された圧縮ガスによって前記退入方向の力
につり合う前進方向の力を生じるものであり、退入距離が大きくなるほど前進方向の力も
大きくなる。前記各ガスクッション（４５）はシリンダ（４６）が取付盤（４８）に固定
され、ピストンロッド（４７）の先端を円形ピン（４０）および扁平板（４１）の前記抜
止め部（４２）（４３）に当接させて、円形ピン（４０）および扁平板（４１）にピスト
ンロッド（４７）の前進力による初期荷重を付与した状態で、上金型本体（３１）と取付
盤（４８）とが組み付けられている。また、前記円形ピン（４０）および扁平板（４１）
が上昇してピストンロッド（４７）が退入すると、退入距離に応じた荷重が円形ピン（４
０）および扁平板（４１）に付与される。従って、取付盤（４８）は上金型（３０）とと
もに昇降するが、円形ピン（４０）および扁平板（４１）に付与される副荷重（Ｆ１）（
Ｆ２）は、主荷重（Ｆ）から独立してガスクッション（４５）によって制御される。
【００６１】
　前記第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）の値はガスクッション（４５）の作
動荷重の設定によって調節することができ、かつ円形ピン（４０）および扁平板（４１）
それぞれにガスクッション（４５）が装備されているので、これらも独立して荷重制御す
ることができる。即ち、前記上金型本体（３２）に付与する主荷重（Ｆ）、円形ピン（４
０）に付与する第１副荷重（Ｆ１）、５つの扁平板（４１）に付与する５つの第２副荷重
（Ｆ２）はそれぞれ独立した荷重に設定することができる。
【００６２】
　前記下金型（１０）と上金型（３０）とは、前記円形ピン（４０）および扁平板（４１
）が下金型（１０）のセンターピン（１６）および羽根部（１３）の対応位置に存在する
ように配置されている。従って、図７に示すように、第１副荷重（Ｆ１）はセンターピン
（１６）の真上に付与され、第２副荷重（Ｆ２）は羽根部（１３）の真上に付与される。
主荷重（Ｆ）はセンターピン（１６）および羽根部（１３）以外の部分に付与される。ま
た、本発明において、前記第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）は主荷重（Ｆ）
よりも小さい値に設定されている。
【００６３】
　次に、前記鍛造用金型を用い、図４のロータ素材（１）を製造するために鍛造素材（Ｗ
）を鍛造する方法について、図２Ａ～Ｄ、図７，８を参照しつつ説明する。
【００６４】
　図２Ａに示すように下金型（２０）および上金型（３０）の所要部分に潤滑剤を塗布し
、円柱形の鍛造素材（４９）をブッシュ（１９）の装填孔（２０）に装填する。前記鍛造
素材（Ｗ）は、既述したように、連続鋳造材を所定長さに切断する等の方法により製作さ
れたものであり、必要に応じて所定温度に加熱されている。前記潤滑剤としては、水性黒
鉛潤滑剤、油性黒鉛潤滑剤等を例示でき、鍛造素材（Ｗ）と金型（１０）（３０）との間
でカジリが発生しないようにするには、水性黒鉛潤滑剤と油性黒鉛潤滑剤を併用すること
が好ましい。塗布量はそれぞれ２～１０ｇ程度である。また、鍛造素材（Ｗ）がアルミニ
ウム合金の場合の予備加熱温度は４００～４５０℃が好ましい。
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【００６５】
　この状態から図２Ｂに示すように、上金型（３０）を主荷重（Ｆ）で降下させて下金型
（１０）に装填された鍛造素材（Ｗ）を鍛造すると、鍛造素材（Ｗ）が成形孔（１２）内
に充填される過程で、主荷重（Ｆ）よりも小さい第１副荷重（Ｆ１）を付与された円形ピ
ン（４０）および第２副荷重（Ｆ２）を付与された扁平板（４１）が押し上げられ、円形
孔（３５）および扁平孔（３６）内に材料が流入する。上金型（３０）の下降に伴って円
形ピン（４０）および扁平板（４１）が上昇し、ピストンロッド（４７）の退入距離が大
きくなるに従って、円形ピン（４０）に付与される第１副荷重（Ｆ１）および扁平板（４
１）に付与される第２副荷重（Ｆ２）が増大する。このようにして、鍛造素材（Ｗ）に対
し、円形ピン（４０）および扁平板（４１）以外の部分には主荷重（Ｆ）が付与されるの
に対し、円形ピン（４０）および扁平板（４１）に対応する部分には主荷重（Ｆ）から独
立した第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）が付与される。
【００６６】
　図２Ｂに示すように、前記円形ピン（４０）および扁平板（４１）に主荷重（Ｆ）より
も小さい第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）を付与することによって、円形ピ
ン（４０）および扁平板（４１）が上昇し、円形孔（３５）および扁平孔（３６）内に材
料が流れ込む。円形孔（３５）および扁平孔（３６）内に材料が流れ込むことによって、
下金型（１０）のセンターピン（１６）および羽根部（１３）にかかる力が緩和される。
その結果、図７Ｂに示すように、成形孔（１２）の壁面と羽根部（１３）との間のメタル
フロー（α１）およびこのメタルフロー（α１）によって羽根部（１３）を内方に変形さ
せる力（α２）が緩和され、さらにセンター孔（３）の成形時に外周に向かうメタルフロ
ー（α３）が羽根部（１３）を内方に変形させる力（α２）と逆方向に働くので、これら
の力（α２）（α３）の均衡を保つことによって、センターピン（１６）および羽根部（
１３）のたわみ変形およびねじれ変形を抑制することができる。
【００６７】
　前記第１副荷重（Ｆ１）と第２副荷重（Ｆ２）の適正値はセンターピン（１６）および
羽根部（１３）の体積に応じて適宜設定する。これらの体積が大きくなるほど材料の逃が
し量が増えるので、羽根部（１３）の体積が一定ならば、センターピン（１６）の体積が
大きくなるほど第１副荷重（Ｆ１）を小さくして円形孔（３５）への流入量を増やすこと
で均衡を保つことができる。
【００６８】
　上述した過程を経て図２Ｃに示すように、上金型（３０）が下死点まで降下すると、ロ
ータ素材（１）の形状に成形される。
【００６９】
　ここで本実施形態において、上金型（３０）が下死点まで降下した時点（型合わせ時）
では、センターピン（１６）の先端面（上端面）は、円形孔（３５）の開口面（下端位置
）に対し、一致または離間させるようにしている。
【００７０】
　具体的に、センターピン（１６）の先端面と、円形孔（３５）の開口面との間の間隔を
センター孔側の端面差（Ｄ３）としたとき、そのセンター孔側の端面差（Ｄ３）を０～２
ｍｍに設定している（図１２参照）。
【００７１】
　さらに型合わせ時において、羽根部（１３）の先端面（上端面）は、扁平孔（３６）の
開口面（下端位置）に対し、一致または離間させるようにしている。
【００７２】
　具体的には、羽根部（１３）の先端面と、扁平孔（３６）の開口面との間隔をベーン溝
側の端面差（Ｄ４）としたとき、そのベーン溝側の端面差（Ｄ４）を、上記と同様、０～
２ｍｍに設定している（図１３Ａ参照）。
【００７３】
　また本実施形態においては、センターピン（１６）の外周面と、円形孔（３５）の内周
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面との間隔を、センター孔側のクリアランス（Ｄ５）としたとき、そのセンター孔側のク
リアランス（Ｄ５）を、０．０１～０．１ｍｍに設定しており、より好ましくは、０．０
５～０．１ｍｍに設定するようにしている（図１２参照）。
【００７４】
　さらに羽根部（１３）の外周面と、扁平孔（３６）の内周面との間隔を、ベーン溝側の
クリアランス（Ｄ６）としたとき、そのベーン溝側のクリアランス（Ｄ６）を、上記と同
様、０．０１～０．１ｍｍに設定しており、より好ましくは、０．０５～０．１ｍｍに設
定するよういしている（図１３Ａ参照）。
【００７５】
　なお言うまでもなく、クリアランス（Ｄ５）（Ｄ６）を調整する場合には、円形孔（３
５）および扁平孔（３６）の内径を変更することによって行うのが通例である。
【００７６】
　上金型（３０）の打ち込みが完了した後は、図２Ｄに示すように、上金型（３０）を上
昇させ、ノックアウトピン（１７）を上昇させて鍛造されたロータ素材（１）を突き出す
。円形ピン（４０）および扁平板（４１）がロータ素材（１）から離れて下方からの力が
取り除かれると、ガスクッション（４５）のピストンロッド（４７）が初期位置に復帰す
る。
【００７７】
　上述した工程において、下金型（１０）のセンターピン（１６）および羽根部（１３）
のたわみ変形およびねじれ変形が抑制されるため、図３に示すロータ素材（１）はセンタ
ー孔（３）およびベーン溝（４）の寸法精度が高いものとなり、かつ変形を抑制すること
で金型寿命が長くなる。しかも、羽根部（１３）の変形防止のためにロータ素材の外径を
拡大する必要がないので、後加工で切除する部分がなく材料に無駄が生じない。
【００７８】
　また、第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）を主荷重（Ｆ）よりも小さい値に
設定したことで、円形ピン（４０）および羽根部（１３）が押しのける材料が流動し易く
なっているため、上金型（３０）を、円形孔（３５）および扁平孔（３６）に円形ピン（
４０）および羽根部（１３）が食い込む高さまで降下させることができる。このため、セ
ンター孔（３）およびベーン溝（４）の肉の移動によって、製作されるロータ素材（１）
は、ロータ部（２）の上端面（一端面２ａ）に、センター孔（３）およびベーン溝（４）
の部分に対応して余肉部（５）（６）が形成される。
【００７９】
　さらに第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）は個別に付与されるので、センタ
ー孔（３）上の余肉部（５）とベーン溝（４）上の余肉部（６）とが個別に形成され、こ
れらの余肉部（５）（６）の平面形状は円形ピン（４０）および扁平板（４１）の断面形
状に対応したものとなる。
【００８０】
　本実施形態においては、鍛造加工時に、第１，第２副荷重（Ｆ１）（Ｆ２）による背圧
を付与するようにしているため、余肉部（５）（６）がロータ部（２）から不用意に引き
裂かれたり、引きちぎれたりするような不具合を確実に防止できて、後述する構成の余肉
部（５）（６）をロータ素材（１）に一体に形成することができる。
【００８１】
　ここで本実施形態において、ロータ素材（１）は、ロータ部（２）と、余肉部（５）（
６）とにより構成されるものであり、ロータ部（２）には、余肉部（５）（６）が含まれ
ない。
【００８２】
　こうして形成される余肉部（５）（６）は図１０，１１に示すように、ロータ部（２）
の一端面（２ａ）から一端側に膨出するように設けられている。
【００８３】
　また既述したように、型合わせ状態で、センターピン（１６）および羽根部（１３）の
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各先端面が円形孔（３５）および扁平孔（３６）の各開口面に対し一致または離間してい
るため、ロータ素材（１）におけるセンター孔（３）およびベーン溝（４）の一端面（３
ａ）（４ａ）は、余肉部（５）（６）の内部に到達しておらず、各一端面（３ａ）（４ａ
）は、ロータ部（２）の一端面（２ａ）よりも内側に配置されている。
【００８４】
　なお言うまでもなく、ロータ素材（１）におけるロータ部（２）の他端面（下端面２ｂ
）においては、センター孔（３）およびベーン溝（４）が共に開放されている。
【００８５】
　ここで、上記したように、センター孔側の端面差（Ｄ３）およびベーン溝側の端面差（
Ｄ４）は、０～２ｍｍに設定されているため、ロータ素材（１）におけるロータ部（２）
の一端面（２ａ）とセンター孔（３）およびベーン溝（４）の一端面（３ａ）（４ａ）と
の各端面差（破断長Ｄ３，Ｄ４）も、同様の値に設定される。
【００８６】
　さらに、センター孔側のクリアランス（Ｄ５）およびベーン溝側のクリアランス（Ｄ６
）は、０．０１～０．１ｍｍ、好ましくは０．０５～０．１ｍｍに設定されているため、
ロータ素材（１）における余肉部（５）（６）の外周面と、センター孔（３）およびベー
ン溝（４）の内周面との径差（Ｄ５）（Ｄ６）も、同様の値に設定される。
【００８７】
　一方図８Ｂに示すように、本実施形態においては、余肉部（６）とベーン溝（４）との
径差（Ｄ６）うち、ロータ部外周側端部の径差（Ｄ６１）および内周側端の径差（Ｄ６２
）が、中間主要部の径差（Ｄ６０）よりも厚く形成されている。
【００８８】
　また本実施形態では、ロータ素材（１）におけるセンター孔（３）の内周面と一端面（
２ａ）との間の曲率半径（ｒ３）は、０．２～１ｍｍに設定されている。さらにベーン溝
（４）の内周面と一端面（４ａ）との間の曲率半径（ｒ４）も、同様に、０．２～１ｍｍ
に設定されていることが好ましい。この範囲に設定することで、図１３Ｂに示すように余
肉部（５）（６）を、例えばポンチングで除去した際に、センター孔（３）およびベーン
溝（４）の内側に残存する内バリのセンター孔（３）およびベーン溝（４）の内壁面から
の高さ（Ｂ１）の平均値を好ましい値に調整することができる。具体的には、内バリの高
さ（Ｂ１）を１ｍｍ以下に設定することができる。なおこの内バリの高さ（Ｂ１）が１ｍ
ｍを超える場合には、破断位置が不安定になり、センター孔（３）およびベーン溝（４）
の内側寸法の精度管理が困難になる。
【００８９】
　さらに本実施形態では、ロータ素材（１）における余肉部（５）（６）の外周面と一端
面（２ａ）との間の曲率半径（ｒ３ａ）（ｒ４ａ）は、余肉部（５）（６）の上記内周面
側の曲率半径（ｒ３）（ｒ４）以下に調整するのが良い。具体的には、「ｒ３ａ≦ｒ３」
「ｒ４ａ≦ｒ４」の関係を満足させるのが好ましい。この範囲に設定することで、図１３
Ｂに示すように余肉部（５）（６）を、例えばポンチングで除去した際に、一端面（２ａ
）に残存する凸バリ高さ（Ｂ２）の平均値を好ましい値に調整することができる。具体的
には、凸バリの高さ（Ｂ２）を１ｍｍ以下に設定することができる。さらに破断位置も安
定させることができ、その結果凸バリの高さ（Ｂ２）のバラツキも小さくなるので、後工
程での切削代管理が容易になり、センター孔（３）およびベーン溝（４）の寸法精度管理
が容易になる。なお内バリの高さ（Ｂ２）が１ｍｍを超える場合には、破断位置が不安定
になり、センター孔（３）およびベーン溝（４）の内側寸法の精度管理が困難になる。
【００９０】
　本発明で用いる金型は、このような形状を有するロータ素材を成形金型であり、上金型
の円形孔（３５）に曲率半径（ｒ３ａ）を、扁平孔（３６）の曲率半径（ｒ４ａ）の反転
形状を有するとともに、下金型のセンターピン（１６）の曲率半径（ｒ３）の反転形状を
、羽根部（１３）に曲率半径（ｒ４）の反転形状を有するものである。
【００９１】
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　本実施形態の鍛造加工では、主荷重（Ｆ）、第１副荷重（Ｆ１）、第２副荷重（Ｆ２）
は、ロータ素材（１）の形状および各部の寸法、材料組成、加工温度等に応じて適宜設定
する。例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金製で直径４０～７０ｍｍ、高さ３０
～６０ｍｍのロータ（Ｒ）を製造する場合の設定値として、主荷重（Ｆ）：２７０～３２
５ＭＰａ、第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）：２９～８９ＭＰａを例示でき
る。
【００９２】
　また、第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）を小さく設定しすぎると余肉部（
５）（６）が引き裂かれるおそれがあり、逆に大きく設定しすぎるとのセンターピン（１
６）および羽根部（１３）にかかる力を緩和させる効果が小さく、たおれ変形およびねじ
れ変形を抑制する効果が小さくなる。上述したようにアルミニウム合金製ロータ（Ｒ）を
鍛造する場合は２９～８９ＭＰａが好ましく、さらに３９～４９ＭＰａの範囲が好ましい
。また、ガスクッション（４５）のようなバネ式の副荷重付与手段では上金型（３０）の
下降に伴って第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）が増大するが、上記好適範囲
の荷重は初期荷重である。
【００９３】
　また、第１副荷重（Ｆ１）および第２副荷重（Ｆ２）を付与するための副荷重付与手段
は限定されないが、上金型（３０）の昇降に追従して荷重を付与できるものが好ましい。
かかる観点で、ガスクッションのようなバネ式のものが好ましく、他の副荷重付与手段と
して、機械式バネ、油圧機構、ショックアブソーバを例示できる。
【００９４】
　＜ポンチング工程＞
　図１４はポンチング加工工程（余肉部除去工程）に用いられる余肉部除去装置としての
ポンチング装置（ダイセット）を概略的に示す断面図である。同図に示すように、このポ
ンチング装置は、下金型（８）と、上金型（９）とを備え、後に詳述するように、パンチ
ング処理によってロータ素材（１）から余肉部（５）（６）を打ち抜いて除去できるよう
になっている。
【００９５】
　下金型（８）は、下プレート（８１）と、その下プレート（８１）の上面に設けられる
下金型本体（８５）とを備えている。
【００９６】
　下プレート（８１）は、その中央に、上下方向に貫通する余肉部排出孔（８２）が形成
されている。さらに下プレート（８１）の両側部には、垂直方向に沿ってガイドバー（８
３）が立設されている。
【００９７】
　下金型本体（８５）は、下プレート（８１）の上面に余肉部排出孔（８２）を閉塞する
ようにして固定されている。
【００９８】
　この下金型本体（８５）には、下プレート（８１）の余肉部排出孔（８２）に対応して
、ワーク設置部（８６）が設けられている。ワーク設置部（８６）は、上記ロータ素材（
１）をその一端面（２ａ）側を下側に向けて設置できるように構成されている。すなわち
このワーク設置部（８６）には、センター孔側余肉部（５）に対応してセンター孔側型抜
き孔（８７）が形成されるとともに、ベーン溝側余肉部（６）に対応してベーン溝側型抜
き孔（８８）が形成されている。このセンター孔側型抜き孔（８７）は、その内周形状が
センター孔側余肉部（５）の外周形状に対応して形成されており、センター孔側余肉部（
５）を適合状態に嵌合できるようになっている。さらにベーン溝側型抜き孔（８８）は、
その内周形状がベーン溝側余肉部（６）の外周形状に対応して形成されており、ベーン溝
側余肉部（６）を適合状態に嵌合できるようになっている。また各型抜き孔（８７）（８
８）は、上下方向に貫通しており、下端側が下プレート（８１）の余肉部排出孔（８２）
に連通している。
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【００９９】
　そしてロータ素材（１）の余肉部（５）（６）を、型抜き孔（８７）（８８）にそれぞ
れ適合状態に嵌合して、ロータ部（２）の一端面（２ａ）をワーク設置部（８６）上に載
置するることにより、ロータ素材（１）をワーク設置部（８６）上に位置決め状態にセッ
トできるようになっている。
【０１００】
　上金型（９）は、上プレート（９１）と、その上プレート（９１）の下面に設けられる
上金型本体（９５）とを備えている。
【０１０１】
　上プレート（９１）は、上下方向に昇降自在に構成されており、図示しない油圧シリン
ダ等の昇降駆動手段によって昇降駆動できるようになっている。
【０１０２】
　さらに上プレート（９１）の両側部には、下プレート（８３）のガイドバー（８３）に
対応して、ガイド孔（９３）が設けられており、後述するように上プレート（９１）が降
下する際に、ガイドバー（８３）がガイド孔（９３）に挿入されることにより、上プレー
ト（９１）の降下移動がガイドされるようになっている。
【０１０３】
　上金型本体（９５）は、下金型本体（８５）に対向するようにして、上プレート（９１
）の下面に固定されている。
【０１０４】
　上金型本体（９５）には、下金型本体（８５）におけるセンター孔側型抜き孔（８７）
およびベーン溝側型抜き孔（８８）にそれぞれ対応して、つまり下金型（８５）に設置さ
れるロータ素材（１）のセンター孔（３）およびベーン溝（４）にそれぞれ対応して、セ
ンター孔側打ち抜きパンチ（９７）およびベーン溝側打ち抜きパンチ（９８）がそれぞれ
下方に突出するように取り付けられている。
【０１０５】
　本実施形態においては、打ち抜きパンチ（９７）（９８）が衝撃部材として構成されて
いる。
【０１０６】
　次に、上記構成のポンチング装置を用い、ロータ素材（１）の余肉部（５）（６）を除
去する方法について説明する。
【０１０７】
　まずポンチング装置の下金型（８）におけるワーク設置部（８６）に、ロータ素材（１
）をその一端面（２ａ）側を下向きにして、各余肉部（５）（６）を、対応する型抜き孔
（８７）（８８）に適合させた状態に設置する。この設置状態では、上金型本体（８５）
のセンター孔側打ち抜きパンチ（９７）およびベーン溝側打ち抜きパンチ（９８）が、ロ
ータ素材（１）のセンター孔（３）およびベーン溝（４）の他端側開口部に対向して配置
される。
【０１０８】
　こうしてロータ素材（１）をセットした状態で、上金型（８５）を降下させると、上金
型本体（８５）のパンチ（９７）（９８）がロータ素材（１）の上端面（他端面２ｂ）側
からセンター孔（３）およびベーン溝（４）に挿入されて、各パンチ（９７）（９８）が
余肉部（５）（６）に加圧状態で打ち付けられて、余肉部（５）（６）が打ち抜かれる。
これにより余肉部（５）（６）がロータ部（２）から除去され、その除去された余肉部（
５）（６）が下プレート（８１）の余肉部排出孔（８２）を介して下方側に排出される。
こうして図１４に示すように、ロータ素材（１）におけるセンター孔（３）およびベーン
溝（４）の一端側が開放されることにより、センター孔（３）およびベーン溝（４）の両
端が共に開放されたロータ（Ｒ）を得ることができる。
【０１０９】
　ここで本実施形態において、余肉部（５）（６）とセンター孔（３）およびベーン溝（
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４）との径差（Ｄ５）（Ｄ６）を小さく設定しているため、余肉部（５）（６）を所定の
位置で精度良く的確に除去することができる。
【０１１０】
　特に本実施形態においては、余肉部（５）（６）の破断長（Ｄ３）（Ｄ４）を薄く形成
しているため、余肉部除去時の破断領域を少なくでき、底荷重で簡単に除去できて、生産
効率を向上させることができる。
【０１１１】
　さらにパンチ（９７）（９８）により底荷重で余肉部（５）（６）を打ち抜くことがで
きるため、高荷重が要因となって、ロータ（Ｒ）に有害な亀裂や破断が発生するのを有効
に防止できて、高品質のロータ製品を製造することができる。
【０１１２】
　その上さらに低荷重で加工できるため、パンチ（９７）（９８）自体の磨耗も軽減する
ことができ、パンチ（９７）（９８）の耐久性、ひいてはポンチング装置の耐久性を一段
と向上させることができる。
【０１１３】
　また余肉部除去時の破断領域が少ないため、破断跡（破断面）も小さくなり、破断跡に
よる悪影響を回避でき、例えば後工程において破断跡を仕上げるための仕上げ加工を行う
必要もなく、工程数の削減により、生産性をより一層向上できるとともに、コストを削減
することができる。
【０１１４】
　しかも本実施形態においては、センター孔（３）およびベーン溝（４）の一端面（３ａ
）（４ａ）が、ロータ部（２）の一端面（２ａ）よりも内側に配置されているため、余肉
部除去後の破断跡が、センター孔（３）およびベーン溝（４）の内周面、つまりロータ（
Ｒ）の内部に配置されるため、この点においても、破断跡による悪影響を防止でき、破断
跡の後仕上げ加工が一切不要となり、より一層生産性を向上させることができる。
【０１１５】
　また本実施形態においては、余肉部（６）とベーン溝（４）との径差（Ｄ６）のうち、
ロータ部外周端側の径差（Ｄ６１）および内周端側の径差（Ｄ６２）を、中間主要部の径
差（Ｄ６０）よりも厚く形成しているため、鍛造加工後、ポンチング加工前に、余肉部（
６）が不用意に脱落するのを防止でき、例えば余肉部（６）が鍛造加工用金型内に残存す
る等の不具合を確実に防止でき、高い生産性を維持することができる。
【０１１６】
　その上さらに本実施形態においては、余肉部（６）の両端部径差（Ｄ６１）（Ｄ６２）
を厚く形成しているため、この部分における不用意に破断するを確実に防止でき、余肉部
（６）の不用意な脱落をより確実に防止することができる。すなわち、余肉部（６）の両
端部は、脱落時に破断開始点となり易く、その両端部を厚く形成することによって、破断
が発生し難くなり、不用意な脱落をより確実に防止することができる。
【０１１７】
　なお本実施形態においては、ベーン溝（４）側の余肉部（６）の外周における径差（ク
リアランスＤ６）を部分的に厚くするようにしているが、それだけに限られず、本発明に
おいては、センター孔（３）側の余肉部（５）の外周における径差（Ｄ５）を部分的に厚
くするようにしても良い。
【０１１８】
　ここで本実施形態において、余肉部外周の径差（Ｄ５）（Ｄ６）や破断長（Ｄ３）（Ｄ
４）が大き過ぎる場合には、ポンチング加工において、余肉部（５）（６）を、精度良く
除去できず、破断跡による悪影響が生じるおそれがある。逆に径差（Ｄ５）（Ｄ６）が小
さ過ぎる場合には、ポンチング加工前に、余肉部（５）（６）が不用意に脱落してしまう
おそれがある。
【０１１９】
　また破断長（Ｄ３）（Ｄ４）がマイナスの場合、つまり、センター孔（３）およびベー
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ン溝（４）の一端面（３ａ）（４ａ）が、ロータ部（２）の一端面（２ａ）よりも外側で
余肉部（５）（６）の内部に配置しているような場合には、ポンチング加工で余肉部（５
）（６）を除去したとしても、余肉部（５）（６）の周壁の一部が残存して、残存部（破
断跡）が、ロータ（Ｒ）の外方に突出するように配置されてしまう。このため、その突出
破断跡を、後工程において除去する必要があるため、工程数の増加して、生産性の低下を
来たすおそれがあり、好ましくない。
【０１２０】
　なお本実施形態のパンチング加工は、ロータ素材（１）を特に加熱する必要がなく、冷
間で行っている。もっとも本発明においては、パンチング加工を行う直前に、ロータ素材
（１）を加熱して、パンチング加工を熱間で行うようにしても良い。
【０１２１】
　＜変形例＞
　上記実施形態においては、余肉部（５）（６）を、センター孔（３）およびベーン溝（
４）の他端側から挿入したパンチ（９７）（９８）によって打ち抜くようにしているが、
本発明においては、余肉部を除去する際に、パンチによる打ち抜き加工だけに限られるこ
とはない。
【０１２２】
　すなわちロータ素材（１）における外側から、例えば軸心方向に直交する方向から、ハ
ンマー等の衝撃部材を打ち付けて、その衝撃により、余肉部を叩き落とすように除去した
り、裁断工具等の衝撃部材によって、余肉部（５）（６）の付け根（基端部）を軸心方向
に直交する面に沿って裁断（せん断）するようにして、余肉部（５）（６）を切り取るよ
うにしても良い。
【実施例】
【０１２３】
〔実施例１〕
　図１および図２に示した鍛造用金型（１０）（３０）を用いて図３に示すロータ素材（
１）を鍛造した。前記ロータ素材（１）は、図４に示すアルミニウム合金製ロータ（Ｒ）
を製作するための素材である。
【０１２４】
　前記ロータ（Ｒ）において、外径：５２ｍｍ、高さ：５０ｍｍ、センター孔（３）の直
径：１０ｍｍ、ベーン溝（４）の数：５、溝幅：３ｍｍ、溝の深さ：１５ｍｍ、オフセッ
ト寸法（Ｕ）：１０ｍｍである。さらに材料合金はＡ３９０を用いた。
【０１２５】
　また下記の表１に示すように、前記鍛造用金型において、下金型（１０）のセンターピ
ン（１６）と上金型（３０）の円形孔（３５）とのクリアランス（Ｄ５）を０．１ｍｍと
し、下金型（１０）の羽根部（１３）と上金型（３０）の扁平孔（３６）とのクリアラン
ス（Ｄ６）も、上記と同様、０．１ｍｍとした。
【０１２６】
　さらに下金型（１０）のセンターピン（１６）と上金型（３０）における円形孔（３５
）の開口面との間隔（破断長Ｄ３）を１．５ｍｍとし、下金型（１０）の羽根部（１３）
と上金型（３０）における扁平孔（３６）の開口面との間隔（破断長Ｄ４）も、上記と同
様、１．５ｍｍとした。
【０１２７】
　そして、４００℃に加熱した鍛造素材（Ｗ）を下金型（１０）に装填し、以下の成形荷
重を付与してロータ素材（１）を形成した。この鍛造中に第１副荷重（Ｆ１）および第２
副荷重（Ｆ２）が増大し、最終荷重はそれぞれの初期荷重の１．５倍であった。
【０１２８】
　主荷重（Ｆ）＝３２５ＭＰａ
　第１副荷重（Ｆ１）の初期荷重：３２．９ＭＰａ（４．０ｋｇ／ｍｍ2 ）
　第２副荷重（Ｆ２）の初期荷重：４４．１ＭＰａ（４．５ｋｇ／ｍｍ2 ）
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　こうして得られたロータ素材（１）を、上記図１４に示すポンチング装置を用いて、余
肉部（５）（６）を除去してロータ（Ｒ）とした。
【０１２９】
　鍛造素材（Ｗ）に対するロータ（Ｒ）の材料歩留まり（ロータ（Ｒ）の重量／鍛造素材
（Ｗ）の重量×１００）は８２．９％であった。
【０１３０】
【表１】

【０１３１】
〔実施例２〕
　表１に示すように、余肉部（５）（６）の破断長（Ｄ３）（Ｄ４）を「０」に設定した
以外は、上記実施例１と同様に、ロータ（Ｒ）を製作した。
〔比較例１〕
　表１に示すように、余肉部（５）（６）の破断長（Ｄ３）（Ｄ４）を「－２ｍｍ」に設
定した以外は、上記実施例と同様に、ロータ（Ｒ）を製作した。
〔比較例２〕
　表１に示すように、余肉部（５）（６）の破断長（Ｄ３）（Ｄ４）を「－２ｍｍ」に設
定し、余肉部外周のクリアランス（Ｄ５）（Ｄ６）を「２ｍｍ」に設定した以外は、上記
実施例と同様にロータ（Ｒ）を製作した。
〔評価〕
　表１に示すように、実施例１，２の製法では、鍛造加工時に、余肉部（５）（６）が不
用意に破断したり脱落することがなく、滞りなく、加工することができた。
【０１３２】
　さらに実施例１，２の製法では、ポンチング加工後（余肉部除去後）における破断面が
小さくて、さらに破断跡（破断面）が、センター孔（３）およびベーン溝（４）の内部に
形成されていた。従って、破断跡を仕上げ加工せずとも、何ら問題はないと思われる。
【０１３３】
　これに対し、比較例１の製法では、鍛造加工時に、余肉部（５）（６）が不用意に破断
してしまい、スムーズに加工することができなかった。
【０１３４】
　また比較例２の製法では、ポンチング加工後における破断面が大きく、しかも破断跡（
破断面）が外部に突出するように配置されていた。従って実際に使用する場合には、この
破断跡を、仕上げ加工により除去する必要があると思われる。
【０１３５】
〔試験例１～７〕
　センター孔（３）側の曲率半径（ｒ３）（ｒ３ａ）が、表２に示す値となるように調整
した以外は、上記実施例１と同じ条件で、ロータを作製した。そして内バリ、凸バリ（図
１３Ｂ参照）についての評価を行った。その結果を表２に併せて示す。
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【０１３６】
【表２】

【０１３７】
　上表から明らかなように、曲率半径（ｒ３）（ｒ３ａ）を特定の値に調整したものは、
内バリおよび凸バリの状態が安定していた。
【０１３８】
　なおベーン溝（４）側の曲率半径（ｒ４）（ｒ４ａ）についても、上記と同様な試験を
行ったところ、同様の評価を得ることができた。
【０１３９】
　本願は、２００８年６月２４日付で出願された日本国特許出願の特願２００８－１６４
３２７号、および２００９年２月２６日付で出願された日本国特許出願の特願２００９－
４４３７２号の優先権主張を伴うものであり、その開示内容は、そのまま本願の一部を構
成するものである。
【０１４０】
　ここに用いられた用語及び表現は、説明のために用いられたものであって限定的に解釈
するために用いられたものではなく、ここに示され且つ述べられた特徴事項の如何なる均
等物をも排除するものではなく、この発明のクレームされた範囲内における各種変形をも
許容するものであると認識されなければならない。
【０１４１】
　本発明は、多くの異なった形態で具現化され得るものであるが、この開示は本発明の原
理の実施例を提供するものと見なされるべきであって、それら実施例は、本発明をここに
記載しかつ／または図示した好ましい実施形態に限定することを意図するものではないと
いう了解のもとで、多くの図示実施形態がここに記載されている。
【０１４２】
　本発明の図示実施形態を幾つかここに記載したが、本発明は、ここに記載した各種の好
ましい実施形態に限定されるものではなく、この開示に基づいていわゆる当業者によって
認識され得る、均等な要素、修正、削除、組み合わせ（例えば、各種実施形態に跨る特徴
の組み合わせ）、改良及び／又は変更を有するありとあらゆる実施形態をも包含するもの
である。クレームの限定事項はそのクレームで用いられた用語に基づいて広く解釈される
べきであり、本明細書あるいは本願のプロセキューション中に記載された実施例に限定さ
れるべきではなく、そのような実施例は非排他的であると解釈されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
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　本発明のロータ素材用方法は、コンプレッサー等のロータを製造する際に適用すること
ができる。
【符号の説明】
【０１４４】
１：ロータ素材
３：センター孔（シャフト孔）
４：ベーン溝
１０：下金型
１２：成形孔
１３：羽根部
１６：センターピン
３０：上金型
３５：円形孔（センターピン対応孔）
３６：扁平孔（羽根部対応孔）
４０：円形ピン（背圧ピン）
４１：扁平板（背圧板）
Ｄ３：センター孔側の端面差
Ｄ４：ベーン溝側の端面差
Ｄ５：センター孔側のクリアランス
Ｄ６：ベーン溝側のクリアランス
Ｒ：ロータ
Ｗ：鍛造素材

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】
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【図１３Ｂ】 【図１４】
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