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(57)【要約】
【課題】圧縮工程の際に、ワークから大きな荷重を受け
てもバリの発生のないようにワークを成形することがで
きる鍛造用金型を提供する。
【解決手段】分割されて圧縮軸心Ｌ方向に並設された第
１分割型21と第２分割型22を備え、組付け状態で、第１
分割型21の分割接合面21ａ及び第２分割型22の分割接合
面22ａが圧縮軸心Ｌに直交状である鍛造用金型に於て、
組付け前の軽接触状態で、第１分割型21の分割接合面21
ａと第２分割型22の分割接合面22ａとの間隙寸法が、キ
ャビティ11側の最内端縁21ｂ，22ｂからラジアル外方側
Ｎへ向かって、５′～５０′の微小対面角度θをもって
増加するように構成した。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分割されて圧縮軸心（Ｌ）方向に並設された第１分割型（21）と第２分割型（22）を備
え、組付け状態で、上記第１分割型（21）の分割接合面（21ａ）及び上記第２分割型（22
）の分割接合面（22ａ）が上記圧縮軸心（Ｌ）に直交状である鍛造用金型に於て、
　組付け前の軽接触状態で、上記第１分割型（21）の上記分割接合面（21ａ）と上記第２
分割型（22）の上記分割接合面（22ａ）との間隙寸法が、キャビティ（11）側の最内端縁
（21ｂ）（22ｂ）からラジアル外方側（Ｎ）へ向かって、５′～５０′の微小対面角度（
θ）をもって増加するように構成したことを特徴とする鍛造用金型。
【請求項２】
　上記軽接触状態で、上記第１分割型（21）の上記分割接合面（21ａ）と上記第２分割型
（22）の上記分割接合面（22ａ）の内、一方を上記圧縮軸心（Ｌ）に直交する直交平面に
形成し、他方を勾配面状に形成した請求項１記載の鍛造用金型。
【請求項３】
　上記組付け状態において、上記第１分割型（21）の上記分割接合面（21ａ）と上記第２
分割型（22）の上記分割接合面（22ａ）との接触面圧（Ｐ）が、均一になるように構成し
た請求項１又は２記載の鍛造用金型。
【請求項４】
　上記組付け状態において、上記第１分割型（21）の上記分割接合面（21ａ）と上記第２
分割型（22）の上記分割接合面（22ａ）との接触面圧（Ｐ）が、上記ラジアル外方側（Ｎ
）から上記キャビティ（11）側へ向かうにつれて次第に大きくなるように構成した請求項
１又は２記載の鍛造用金型。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鍛造用金型に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鍛造に於て、金型への負荷が最も大きいのは、圧縮によりワーク（素材）の厚みを薄く
する圧縮工程の際であり、その際の大きな負荷によって金型に不具合が発生しやすい。
　従来は、キャビティを形成する成形金型（インサート）は、大きな荷重を受けるために
、例えば、ケース金型に焼嵌めで組付けて外周側から補強し、さらに、圧縮の際に成形金
型の割れ易い箇所を、予め圧縮軸心方向に並設するように２分割して、応力を逃がしてい
た。
　例えば、特許文献１に示されたように、第１分割型（第１インサート）と第２分割型（
第２インサート）を、ケース金型に組付けていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２２１６４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、第１分割型と第２分割型とをケース金型に組付ける力（予圧）が大きいと、第
１分割型と第２分割型の接合面が部分的にお互いに食い込んでしまい、塑性変形を招き、
成形に因る変形に追従しなくなり（応力を逃がすことができず）金型が損傷するといった
問題があった。
　鍛造用金型は、現実には、その容積（外径寸法）に制約があり、第１分割型と第２分割
型に分割した外周をケース金型にて十分に補強することが許されない場合が多い。そのよ
うな場合には、組付ける力（予圧）が弱く、ワークから受ける大きな荷重によって、第１
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分割型と第２分割型の接合部に於て、キャビティ側の最内端縁に、隙間が生じ、その隙間
にワーク（素材）の一部が侵入して成形品にバリ等の成形不良が発生するという問題があ
った。
【０００５】
　そこで、本発明は、鍛造用金型の容積（外径寸法）の大きさの制約下に於て、分割型と
分割型の接合面の間に、キャビティ側から圧縮工程中の素材が入り込むような隙間（間隙
）が発生することを、簡素な構造をもって、防止することを目的とする。また、接合面に
局部的に接触面圧が過大となって、塑性変形（食い込み）が発生することを、簡素な構造
をもって、防止することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の鍛造用金型は、分割されて圧縮軸心方向に並設さ
れた第１分割型と第２分割型を備え、組付け状態で、上記第１分割型の分割接合面及び上
記第２分割型の分割接合面が上記圧縮軸心に直交状である鍛造用金型に於て、組付け前の
軽接触状態で、上記第１分割型の上記分割接合面と上記第２分割型の上記分割接合面との
間隙寸法が、キャビティ側の最内端縁からラジアル外方側へ向かって、５′～５０′の微
小対面角度をもって増加するように構成したものである。
　また、上記軽接触状態で、上記第１分割型の上記分割接合面と上記第２分割型の上記分
割接合面の内、一方を上記圧縮軸心に直交する直交平面に形成し、他方を勾配面状に形成
したものである。
　また、上記組付け状態において、上記第１分割型の上記分割接合面と上記第２分割型の
上記分割接合面との接触面圧が、均一になるように構成したものである。
　または、上記組付け状態において、上記第１分割型の上記分割接合面と上記第２分割型
の上記分割接合面との接触面圧が、上記ラジアル外方側から上記キャビティ側へ向かうに
つれて次第に大きくなるように構成したものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、圧縮工程の際に、第１分割型と第２分割型の間に隙間を発生させず、
ワーク（の一部）が第１分割型と第２分割型の間に侵入するのを防止できる。また、第１
分割型と第２分割型とが接合面に於てお互いに食い込んで塑性変形することを防止できる
。さらに、鍛造品に、バリ等が発生することを防止できる。また、第１分割型と第２分割
型の接合部の損傷や磨耗を防止し金型寿命を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の一形態の組付け状態を示す簡略正面断面図である。
【図２】実施の一形態の組付け前状態を示す簡略正面断面図である。
【図３】組付け前の状態の要部拡大断面図である。
【図４】組付け前の軽接触状態の要部拡大断面図である。
【図５】組付け状態の要部拡大断面図である。
【図６】成形状態での接触面圧を説明するための要部拡大断面図である。
【図７】他の実施形態の組付け状態の要部拡大断面図である。
【図８】他の実施形態の成形状態での接触面圧を説明するための要部拡大断面図である。
【図９】別の実施の形態の組付け前の軽接触状態を示す要部拡大断面図である。
【図１０】金型の組付け状態の他例を示す簡略正面断面図である。
【図１１】従来例を示し、組付け前の状態の要部断面図である。
【図１２】従来例を示し、組付け状態の要部断面図である。
【図１３】従来例を示し、成形中にワークから受ける力を説明した要部断面図である。
【図１４】従来例を示し、成形状態の接触面圧を説明すると共に従来の問題点を示す要部
断面図である。
【発明を実施するための形態】



(4) JP 2013-56364 A 2013.3.28

10

20

30

40

50

【０００９】
　以下、図示の実施形態に基づき本発明を詳説する。
　図１の実施の形態に於て、鍛造用金型は、ケース金型（補強金型）２に焼嵌め等にて内
嵌締め付け状に組付けられた状態（組付け状態）で、ワーク（素材）Ｗが内装されるキャ
ビティ11を形成する円筒状の成形金型（インサート金型）20を備えている。また、成形金
型20は、スペーサ金型３に下方から支持され、パンチ31から付与される圧縮軸心Ｌ方向の
押圧力（下方への押圧力）を受けるように配設される。
　図２に示すように、成形金型20は、組付け前状態で、パンチ（ポンチ）31が往復移動す
る圧縮軸心Ｌ方向に、円筒状の第１分割型（上インサート型又は上ニブとも呼ぶ）21と円
筒状の第２分割型（下インサート型又は下ニブとも呼ぶ）22とに、分割される。
【００１０】
　図１及び図２に於て、第１分割型21は、組付け状態でキャビティ11の一部を形成する内
周面21ｃと、組付け状態で第２分割型22と接合する分割接合面21ａ（以下、第１接合面21
ａと呼ぶ場合もある）と、を有し、円筒状に形成されている。
　第２分割型22は、組付け状態でキャビティ11の一部を形成する内周面22ｃ及び底面22ｆ
と、組付け状態で第１分割型21と接合する分割接合面22ａ（以下、第２接合面22ａと呼ぶ
場合もある）と、パンチ31と対向状に配設され圧縮軸心Ｌ方向に往復移動可能なダイピン
（ノックアウトピン）32が挿入される貫孔22ｄと、を有し、円筒状に形成されている。
　このように、分割されて圧縮軸心Ｌ方向に第１分割型21と第２分割型22を備えていると
共に、組付け状態で、分割接合面21ａと分割接合面22ａは、圧縮軸心Ｌに直交状である。
【００１１】
　図３に示すように、第１分割型21と第２分割型22を圧縮軸心Ｌを共通軸心として配設し
て、第１接合面（第１分割型21の下面）21ａと第２接合面（第２分割型22の上面）22ａを
対面状に配設した組付け前の（準備）状態において、第１接合面21ａは、圧縮軸心Ｌに直
交する直交平面（以下、軸心直交平面と呼ぶ場合がある）に形成され、第２接合面22ａは
、キャビティ11側の最内端縁22ｂから所定寸法Ｓだけ離れた所定位置Ｑまで軸心直交平面
外方側（ラジアル外方側）Ｎに向かって下傾する勾配（テーパ）面状に形成されている。
　即ち、第２接合面22ａは円錐面を成している。また、第２接合面22ａは、軸心直交平面
に対して、５′～５０′の微小勾配角度αをもって形成されている。なお、このような微
小勾配角度αを１０′～２０′とすることは、さらに望ましい。
【００１２】
　また、第２分割型22は、所定位置Ｑから、軸心直交平面外方側（ラジアル外方側）Ｎに
向かって下傾する逃がし勾配面22ｅを有している。
　逃がし勾配面22ｅは、軸心直交平面に対して、微小勾配角度αよりも大きな角度の逃が
し角度βをもって傾斜している。逃がし角度βは具体的には、１°～６０°である。
　即ち、第２分割型22の上面は、組付け前状態で、第２接合面22ａと逃がし勾配面22ｅを
連続状に有する折れ曲がりテーパ面（傾斜面）状であり、第２分割型22の上部は側面視円
錐台状である。
【００１３】
　図４に示すように、第１接合面21ａの最内端縁21ｂと、第２接合面22ａの最内端縁22ｂ
が当接した、組付け前の軽接触状態（圧縮軸心Ｌ方向の押圧力が付与されていない非押圧
状態）において、第１接合面21ａは軸心直交平面に形成され、第２接合面22ａは勾配面状
に形成されている。
　そして、この軽接触状態において、第１接合面21ａと第２接合面22ａの間隙寸法が、最
内端縁21ｂ，22ｂからラジアル外方側（軸心直交平面外方側）Ｎへ向かって、５′～５０
′の微小対面角度θをもって増加するように形成されている。なお、１０′～２０′の微
小対面角度θをもって増加するように形成されるのが好ましい。ところで、前述したとこ
ろの微小勾配角度αが、微小対面角度θに相当する（相等しい）。また、第１接合面21ａ
と第２接合面22ａの間は、軽接触状態の正面断面視で、開口嘴状に形成されているとも言
える。
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【００１４】
　また、図５に示すように、組付け状態では、第２接合面22ａと第１接合面21ａとが相互
に押圧して、応力のバランスが保たれる（平衡となる）まで弾性変形し、第１接合面21ａ
と第２接合面22ａがキャビティ11側からラジアル外方側Ｎへ向かって下方傾斜状の極微小
傾斜面にて面接触状に接合するように構成している。なお、図示省略するが、第１接合面
21ａが第２接合面22ａに押圧されてキャビティ11側からラジアル外方側Ｎへ向かって下方
傾斜状となる場合もある。いずれにせよ、第１接合面21ａと第２接合面22ａが外方下傾斜
状の極微小傾斜面にて面接触状に接合するように構成している。（微小対面角度θを設定
している。）
　この極微小傾斜面の極微小傾斜角度α´が、１′～４０′となるように構成（微小対面
角度θを設定）するのが望ましい。より好ましくは、極微小傾斜角度α´が２′～１５′
となるように構成する。
　さらに、組付け状態で、第１接合面21ａと第２接合面22ａとの接触面圧Ｐが均一になる
ように構成している。
　なお、本発明に於て、組付け状態で、この極微小傾斜面の極微小傾斜角度α´が、極め
て小さいため、第１接合面21ａと第２接合面22ａが組付け状態で、圧縮軸心Ｌに直交状と
呼ぶ場合もある。
【００１５】
　言い換えると、図５に於て、第２接合面22ａを、二点鎖線で示す組付け前の勾配面状か
ら、組立（組付け）状態で直交平面状（傾斜角度が小さくなった極微小傾斜面状）に変形
（弾性変形）するように設けている。さらに言い換えると、図４に於て、第２分割型22は
、最内端縁22ｂから所定位置Ｑまでの範囲に、一点鎖線で示す軸心直交基準平面Ｅｑ（成
形金型20の軸心直交分割基準平面）よりも、接合相手の分割型側（上方）へ突出する横断
面三角形状（直角三角形状）の小凸部29を有している。
【００１６】
　さらに具体的に説明すれば、図２から図１のように、あるいは、図４から図５のように
、ケース金型２に第１・第２分割型21，22を挿入して締付けるが、一般に焼嵌め等を適用
するのが望ましい。図４（図２）から図５（図１）のように、ケース金型２に焼嵌め等に
て締付ける際に、第１分割型21は僅かに上方凸状（山型）に弾性変形して接合するので、
第１分割型21の下面（分割接合面）21ａは、ラジアル外方へ下傾状勾配面の分割接合面22
ａと、平行状態に近づきつつ圧接し、図５に示す如く、均一（均等）な接触面圧Ｐを描く
ことになる。なお、上述したように、第１分割型21が僅かに上方凸状（山型）に弾性変形
する理由は、（第２分割型22の下面はスペーサ金型３にて下方への変形を阻止されている
のに対して、）第１分割型21の上面は（他部材が存在せず）フリー状態であるためである
。
　本発明にあっては、焼嵌め等の締付けの際に、第１分割型21が上方凸状（山型）に弾性
変形して、その下面もそのように上方凸状に弾性変形する現象を巧妙に活用し、予め、図
３と図４にて説明した微小勾配角度αの勾配面状に、第２分割型22の分割接合面22ａを形
成して、図５に示すように、組付け状態に於て、接触面圧Ｐを均一（均等）になるように
したものといえる。
【００１７】
　ここで、図11～図14は従来例を示しており、図11に示すように、第１分割型91の分割接
合面91ａ（第１接合面91ａ）を軸心直交平面とし、第２分割型92の分割接合面92ａ（第２
接合面92ａ）を、軸心直交平面としたものである。
　図12に示すように、組付け状態で、第１接合面91ａと第２接合面92ａの接触面圧Ｐ´は
、最内端縁91ｂ，92ｂに接近するにつれて次第に接触面圧が小さくなる（不均一である）
。このように最内端縁91ｂ，92ｂ及びその近傍の接触面圧Ｐ´が小さい状態で、ワークＷ
を鍛造する圧縮加工の際に、図13に示すような、ワークＷからの押圧力Ｆを第１分割型91
及び第２分割型92が受けると、押圧力Ｆは底面95側が大きいため、矢印Ｍのようにおじぎ
変形を起こし、第２接合面92ａは、ラジアル内方側（最内端縁92ｂ）が図13，図14の下方
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へ微小寸法だけ移動し、ラジアル外方側が同図の上方へ移動しようとするため、ラジアル
外方側の第１接合面91ａに対する接触面圧がさらに増大して、図12に示す接触面圧Ｐ´か
ら、図14に示す接触面圧Ｐ´´のように変化する。即ち、ラジアル内方側とラジアル外方
側の接触面圧の差が大きくなり、しかも、最内端縁92ｂの接触面圧が零又は零に近づき、
ワーク（素材）Ｗの一部が、図14の如く、侵入して、いわゆるバリを発生する。さらに、
最内端縁91ｂ，92ｂ及びその近傍に、磨耗や損傷が発生し、金型の寿命を早めてしまうと
いった問題がある。また、所定位置Ｑ´近傍（第１・第２接合面91ａ，92ａの最外端縁近
傍）では、接触面圧が過剰に大きくなり、圧潰や、分割型同士が互いに食い込むような塑
性変形が発生し、金型の寿命を早めてしまうといった問題がある。このような図11～図14
にて述べた従来の問題点を、本発明は、簡素な構成によって見事に解決したものであって
、図５の組付け状態に於て、接触面圧Ｐを均等（均一）になるように、５′～５０′の微
小対面角度θをもってラジアル外方向に増加させ（図４参照）たことで達成し、従来の図
12の組付け状態と比較すると、最内端縁21ｂ，22ｂ近傍の接触面圧を増加させ、同時に、
所定位置Ｑでは接触面圧を減少させている。
　本発明にあっても、従来例で述べた図13と全く同様の現象が生じて、矢印Ｍ方向におじ
ぎ変形を生じる。そのため図５～図６に示す如く、鍛造工程（圧縮加工）の成形状態では
、接触面圧分布が変化する。即ち、ラジアル内方側の面圧は減少し、ラジアル外方側の面
圧は増加する。しかし、従来例の図12から図14への変化に比べると、図６で明らかな如く
、ラジアル内方側（最内端縁21ｂ，22ｂ）にも圧縮面圧が残り、それによって、図14に示
したような間隙（隙間）Ｃを生じつつワーク（素材）Ｗの一部が侵入してバリを発生する
ことを防止でき、さらに、ラジアル外方側（所定位置Ｑの近傍）の面圧は、従来の図14よ
りも十分に小さくなって、接合面21ａ，22ａに圧潰（塑性変形）を生ずることを防止でき
る。
【００１８】
　また、他の実施の形態は、図７に示すように、組付け状態において、第１接合面21ａと
第２接合面22ａとの接触面圧Ｐが、ラジアル外方側Ｎからキャビティ11側へ向かうにつれ
て次第に大きくなるように構成している。
　そして、図８に示すように、ワークＷを鍛造する圧縮加工の際に、第１接合面21ａと第
２接合面22ａとの接触面圧Ｐが、均一になるように構成している。
　従来例の図14と比べると、図８で明らかな如く、ラジアル内方側（最内端縁21ｂ，22ｂ
）にも圧縮面圧が残り、それによって、図14に示したような間隙（隙間）Ｃを生じつつワ
ーク（素材）Ｗの一部が侵入してバリを発生することを防止でき、さらに、ラジアル外方
側（所定位置Ｑの近傍）の面圧は、従来の図14よりも十分に小さくなって、接合面21ａ，
22ａに圧潰（塑性変形）を生ずることを防止できる。
【００１９】
　次に、別の実施の形態は、図９に示すように、組付け前の軽接触状態で、第１接合面21
ａを勾配面状に設け、第２接合面22ａを軸心直交平面に形成し、第１接合面21ａと第２接
合面22ａとの間隙寸法が、最内端縁21ｂ，22ｂから軸心直交平面外方側（ラジアル外方向
）Ｎへ向かって、微小対面角度θをもって増加するように形成している。
　また、軽接触状態で、第１接合面21ａと、第２接合面22ａの両方を、勾配面状に形成し
て、組付け前の軽接触状態で、上記間隙寸法が、最内端縁21ｂ，22ｂから軸心直交平面外
方側Ｎへ向かって、微小対面角度θをもって増加するように形成するも好ましい（図示省
略）。
【００２０】
　なお、本発明は、設計変更可能であって、成形金型20（第１分割型21と第２分割型22）
のラジアル外方側Ｎを保持（補強）する構造は、図１に示したように、ケース金型２に組
付ける場合に限らず、図10に示すように、成形金型20とケース金型２の間に、第１分割型
21が組付けられる円筒状の第１補強型51と、第２分割型22が組付けられる円筒状に第２補
強型52を設けて補強したものでも良い。即ち、第１分割型21と第２分割型22が組付けられ
る金型（部材）の構造（形状）は自由である。



(7) JP 2013-56364 A 2013.3.28

10

20

30

40

　また、第２分割型22に逃がし勾配面22ｅを設けず、第１分割型21に逃がし勾配面を形成
しても良い。また、逃がし勾配面22ｅを、第１分割型21と第２分割型22の両方に設けても
良い。また、圧縮軸心Ｌを鉛直状（上下方向）として方向を説明したが、水平状や傾斜状
とするも自由である。また、微小対面角度θ（微小勾配角度α）を１０′～２０′とする
のがさらに好ましい。なお、本発明に於て、均一とは、最大面圧と最小面圧の差が２０％
以内と定義する。
【００２１】
　以上のように、本発明の鍛造用金型は、分割されて圧縮軸心Ｌ方向に並設された第１分
割型21と第２分割型22を備え、組付け状態で、第１分割型21の分割接合面21ａ及び第２分
割型22の分割接合面22ａが圧縮軸心Ｌに直交状である鍛造用金型に於て、組付け前の軽接
触状態で、第１分割型21の分割接合面21ａと第２分割型22の分割接合面22ａとの間隙寸法
が、キャビティ11側の最内端縁21ｂ，22ｂからラジアル外方側Ｎへ向かって、５′～５０
′の微小対面角度θをもって増加するように構成したので、圧縮工程の際に、第１分割型
21と第２分割型22の間に間隙Ｃ（図14参照）を発生させず、ワークＷの一部が第１分割型
21と第２分割型22の間に侵入するのを防止できる。また、第１分割型21と第２分割型22と
がお互いに食い込んで塑性変形するような強い力で無理に組付ける必要がなくなり成形に
因る変形に分割型を追従させることができる。キャビティを適正な形状に維持でき、バリ
の発生等加工不良を軽減して所定形状に加工できる。また、第１分割型21と第２分割型22
の接合部の損傷や磨耗を防止し金型寿命を延ばすことができる。
【００２２】
　また、軽接触状態で、第１分割型21の分割接合面21ａと第２分割型22の分割接合面22ａ
の内、一方を圧縮軸心Ｌに直交する直交平面に形成し、他方を勾配面状に形成したので、
製作が容易である。
【００２３】
　また、組付け状態において、第１分割型21の分割接合面21ａと第２分割型22の分割接合
面22ａとの接触面圧Ｐが、均一になるように構成したので、成形によって第１分割型21の
分割接合面21ａと第２分割型22の分割接合面22ａとの間に間隙Ｃが生じるのをより確実に
防止でき、適正で品質の良い鍛造品を得ることができる。また、金型寿命を延ばすことが
できる。
【００２４】
　また、組付け状態において、第１分割型21の分割接合面21ａと第２分割型22の分割接合
面22ａとの接触面圧Ｐが、ラジアル外方側Ｎからキャビティ11側へ向かうにつれて次第に
大きくなるように構成したので、成形によって第１分割型21の分割接合面21ａと第２分割
型22の分割接合面22ａとの間に間隙Ｃが生じるのをより確実に防止でき、適正で品質の良
い鍛造品を得ることができる。また、金型寿命を延ばすことができる。
【符号の説明】
【００２５】
　11　キャビティ
　21　第１分割型
　21ａ　分割接合面
　21ｂ　最内端縁
　22　第２分割型
　22ａ　分割接合面
　22ｂ　最内端縁
　Ｌ　圧縮軸心
　Ｎ　ラジアル外方側
　Ｐ　接触面圧
　θ　微小対面角度
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