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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状素材を予備成形体に成形する予備成形工程と、荒地成形型を用いて、前記予備成形
体を荒地形状の周囲にバリが形成された荒地成形体に成形する荒地工程と、仕上成形型を
用いて、前記荒地成形体を最終成形体の周囲にバリが形成された仕上成形体に成形する仕
上工程とを行う熱間鍛造方法であって、
　前記荒地工程では、
　前記荒地成形体の短手方向両側のいずれか一方の前記バリを、前記最終成形体の高さ方
向中央部よりも高い位置に形成し、
　前記短手方向両側の他方の前記バリを、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも低い位
置に形成し、
　前記荒地成形体の長手方向に沿った複数の位置において、前記短手方向両側の高さ位置
の関係を入れ替えて前記バリを形成し、
　前記仕上工程では、
　前記最終成形体の高さ方向中央部よりも高い位置に形成した前記荒地成形体のバリを、
前記仕上成形型で押し下げるとともに、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも低い位置
に形成した前記荒地成形体のバリを、前記仕上成形型で押し上げる、
　熱間鍛造方法。
【請求項２】
　前記荒地工程では、
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　前記最終成形体の高さ方向中央部から同じ距離だけ離れた位置に、前記短手方向両側の
バリを形成する、
　請求項１に記載の熱間鍛造方法。
【請求項３】
　一対の第一金型および第二金型からなり、
　前記第一金型および前記第二金型を型閉めした状態で、
　前記第一金型の内面に形成される第一成形面と前記第二金型の内面に形成される第二成
形面とによって、最終成形体に応じた荒地形状となるインプレッションを形成し、かつ、
　前記第一成形面の外周側に形成される第一余肉部と前記第二成形面の外周側に形成され
る第二余肉部とによって、前記インプレッションの外周側にフラッシュランドを形成する
荒地工程の熱間鍛造型であって、
　前記フラッシュランドは、
　短手方向両側のいずれか一方が、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも高い位置に形
成され、
　前記短手方向両側の他方が、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも低い位置に形成さ
れ、
　長手方向に沿った複数の位置において、前記短手方向両側の位置関係が入れ替えられる
、
　荒地工程の熱間鍛造型。
【請求項４】
　前記短手方向両側のフラッシュランドは、
　前記最終成形体の高さ方向中央部から同じ距離だけ離れた位置に形成される、
　請求項３に記載の荒地工程の熱間鍛造型。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予備成形体を荒地形状の周囲にバリが形成された荒成形体に成形する荒地工
程と、荒地成形体を最終成形体の周囲にバリが形成された仕上成形体に成形する仕上工程
とを行う熱間鍛造方法に関する。また、本発明は、荒地工程に用いられる荒地工程の熱間
鍛造型に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、異形部品（複雑な形状の部品）の製造工程では、加熱して曲げ加工等が施さ
れた金属材料を金型で挟圧して、金属材料を製品形状に沿わせて成形する熱間鍛造が行わ
れている。このような異形部品としては、例えば、自動車のエンジン部品であるクランク
シャフトやコネクティングロッド等がある。
　熱間鍛造は、金属材料を最終成形品に対して角部等が単純化された荒地形状の荒地成型
品を成形する荒地工程と、荒地成形体を仕上形状に成形する仕上工程とにおいて行われる
。
【０００３】
　特許文献１に開示される技術では、予備成形（荒地成形）の際に、熱間鍛造によって仕
上成形の段階における正規のバリ位置よりも上方に、予備成形品（荒地成形体）のバリを
形成する。つまり、特許文献１に開示される技術では、予備成形品のバリの内周縁部に形
成される繋ぎ部の位置を高くしている。
　これにより、特許文献１に開示される技術では、繋ぎ部が仕上型の下型のエッジ部に当
たることを防止して、予備成形型の摩耗によって繋ぎ部の曲率半径が大きくなった場合で
も、予備成形品を仕上型の下型に正確にセットできるようにしている。
【０００４】
　このような特許文献１に開示される技術では、図９（ａ）に示すように、仕上型の上型
によって予備成形品のバリを正規の位置に押し下げることとなる。
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【０００５】
　この場合、図９（ｂ）に示すように、予備成形品は、その短手方向中央部等を支点とし
て、短手方向両端部が下側にたわんでしまう可能性がある（図９（ｂ）に示す矢印参照）
。この場合には、予備成形品がたわんだ分だけ下型に金属材料が充満しやすくなってしま
う。
　従って、図９（ｃ）に示すように、特許文献１に開示される技術では、下型に金属材料
が充満した後で、上型に金属材料が充満してしまう可能性がある。この場合には、上型に
金属材料を充満させるために必要な成形荷重が増大してしまう。
【０００６】
　つまり、特許文献１に開示される技術では、仕上工程において、下型と上型とで金属材
料が充満するタイミングが大きくずれてしまい、その結果、成形荷重が増大してしまう可
能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平２－１２１７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、以上の如き状況を鑑みてなされたものであり、成形荷重の増大を抑制できる
熱間鍛造方法および熱間鍛造型を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１においては、棒状素材を予備成形体に成形する予備成形工程と、荒地成形型を
用いて、前記予備成形体を荒地形状の周囲にバリが形成された荒地成形体に成形する荒地
工程と、仕上成形型を用いて、前記荒地成形体を最終成形体の周囲にバリが形成された仕
上成形体に成形する仕上工程とを行う熱間鍛造方法であって、前記荒地工程では、前記荒
地成形体の短手方向両側のいずれか一方の前記バリを、前記最終成形体の高さ方向中央部
よりも高い位置に形成し、前記短手方向両側の他方の前記バリを、前記最終成形体の高さ
方向中央部よりも低い位置に形成し、前記荒地成形体の長手方向に沿った複数の位置にお
いて、前記短手方向両側の高さ位置の関係を入れ替えて前記バリを形成し、前記仕上工程
では、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも高い位置に形成した前記荒地成形体のバリ
を、前記仕上成形型で押し下げるとともに、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも低い
位置に形成した前記荒地成形体のバリを、前記仕上成形型で押し上げる、ものである。
【００１０】
　請求項２においては、前記荒地工程では、前記最終成形体の高さ方向中央部から同じ距
離だけ離れた位置に、前記短手方向両側のバリを形成する、ものである。
【００１１】
　請求項３においては、一対の第一金型および第二金型からなり、前記第一金型および前
記第二金型を型閉めした状態で、前記第一金型の内面に形成される第一成形面と前記第二
金型の内面に形成される第二成形面とによって、最終成形体に応じた荒地形状となるイン
プレッションを形成し、かつ、前記第一成形面の外周側に形成される第一余肉部と前記第
二成形面の外周側に形成される第二余肉部とによって、前記インプレッションの外周側に
フラッシュランドを形成する荒地工程の熱間鍛造型であって、前記フラッシュランドは、
短手方向両側のいずれか一方が、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも高い位置に形成
され、前記短手方向両側の他方が、前記最終成形体の高さ方向中央部よりも低い位置に形
成され、長手方向に沿った複数の位置において、前記短手方向両側の位置関係が入れ替え
られる、ものである。
【００１２】
　請求項４においては、前記短手方向両側のフラッシュランドは、前記最終成形体の高さ
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方向中央部から同じ距離だけ離れた位置に形成される、ものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、成形荷重の増大を抑制できる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】熱間鍛造方法の流れを示す図。
【図２】熱間鍛造方法の各工程における金属材料の加工状況を示す模式図。
【図３】荒地成形型の断面図。（ａ）左側よりも右側の下側余肉部の高さ位置が高い部位
を示す図。（ｂ）左側よりも右側の下側余肉部の高さ位置が低い部位を示す図。
【図４】荒地成形型の下型を示す図。（ａ）斜視図。（ｂ）平面図。
【図５】荒地成形型の下型および上型を型閉めしたときの状態を示す断面図。（ａ）左側
よりも右側の下側余肉部の高さ位置が高い部位を示す図。（ｂ）左側よりも右側の下側余
肉部の高さ位置が低い部位を示す図。
【図６】荒地工程における予備成形体の加工状況を示す断面図。（ａ）下型および上型を
型閉めしている状態を示す図。（ｂ）下型および上型の型閉めが完了した状態を示す図。
【図７】仕上成形型の下型および上型を示す断面図。（ａ）型閉め前の状態を示す図。（
ｂ）型閉めしたときの状態を示す図。
【図８】仕上工程における荒地成形体の加工状況を示す断面図。（ａ）下型および上型で
荒地成形体を押圧する様子を示す図。（ｂ）荒地成形体に作用するモーメントを示す図。
（ｃ）下型および上型の型閉めが完了した状態を示す図。
【図９】従来の仕上工程を示す断面図。（ａ）下型および上型で予備成形品を押圧する様
子を示す図。（ｂ）予備成形品に作用するモーメントを示す図。（ｃ）下型に金属材料が
充満した状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下では、本実施形態の熱間鍛造方法について説明する。
【００１６】
　熱間鍛造方法は、金属材料に外力を加えることで、金属材料を所定形状に成形するもの
であり、例えば、異形部品（複雑な形状の部品）の製造等に好適に用いられる（図２参照
）。
　本実施形態の熱間鍛造方法では、クランクジャーナルＷ５１およびクランク部Ｗ５２等
を備えるクランクシャフトＷ５０を製造するものとする。
【００１７】
　なお、本発明に係る熱間鍛造方法の製造対象は、これに限定されるものでなく、例えば
、コンロッドおよびナックルアーム等であっても構わない。
【００１８】
　図１に示すように、熱間鍛造方法は、切断工程Ｓ１０、加熱工程Ｓ２０、予備成形工程
Ｓ３０、荒地工程Ｓ４０、仕上工程Ｓ５０、トリミング工程Ｓ６０、冷却工程Ｓ７０、シ
ョットブラスト工程Ｓ８０、および検査工程Ｓ９０等を行う。
【００１９】
　切断工程Ｓ１０では、円柱状の金属材料であるビレットを、最終成形体であるクランク
シャフトＷ５０（図２（ｆ）参照）の寸法等に基づいて所定の長さに切断する。前記ビレ
ットの直径は、クランクシャフトＷ５０の形状および寸法等に基づいて設定される。
　図２（ａ）に示すように、熱間鍛造方法では、このような切断工程Ｓ１０を行うことに
よって棒状素材Ｗ１０を準備する。
【００２０】
　図１に示すように、加熱工程Ｓ２０では、ヒーター等によって棒状素材Ｗ１０を所定の
温度まで加熱する。
【００２１】
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　図１および図２（ｂ）に示すように、予備成形工程Ｓ３０では、加熱した棒状素材Ｗ１
０に対して曲げ加工等を施して、棒状素材Ｗ１０を予備成形体Ｗ２０に成形する。
　予備成形体Ｗ２０は、クランクシャフトＷ５０の形状等に基づいて適宜の形状に形成さ
れる。
【００２２】
　図１および図２（ｃ）に示すように、荒地工程Ｓ４０では、熱間鍛造によって予備成形
体Ｗ２０に外力を加え、予備成形体Ｗ２０を荒地成形体Ｗ３０に成形する。
　荒地成形体Ｗ３０は、クランクシャフトＷ５０に対して角部等が単純化された荒地形状
の周囲にバリＷ３１が形成されたものである。
　荒地工程Ｓ４０については後で詳述する。
【００２３】
　図１および図２（ｄ）に示すように、仕上工程Ｓ５０では、熱間鍛造によって荒地成形
体Ｗ３０に外力を加え、荒地成形体Ｗ３０を仕上成形体Ｗ４０に成形する。
　仕上成形体Ｗ４０は、クランクシャフトＷ５０の周囲にバリＷ４１が形成されたもので
ある。
　仕上工程Ｓ５０については後で詳述する。
【００２４】
　図１および図２（ｅ）に示すように、トリミング工程Ｓ６０では、切刃が設けられる金
型等を用いて、仕上成形体Ｗ４０に形成されたバリＷ４１を除去する。
　これにより、図２（ｆ）に示すように、仕上成形体Ｗ４０は、バリＷ４１が切り離され
、最終成形体であるクランクシャフトＷ５０となる。
【００２５】
　図１に示すように、冷却工程Ｓ７０では、クランクシャフトＷ５０を放冷した後で水冷
し、ショットブラスト工程Ｓ８０を行うことができる程度に低い温度までクランクシャフ
トＷ５０を冷却する。
【００２６】
　ショットブラスト工程Ｓ８０では、冷却したクランクシャフトＷ５０に対して粒体を高
速で衝突させ、クランクシャフトＷ５０の表面を仕上げる。
【００２７】
　検査工程Ｓ９０では、クランクシャフトＷ５０に対して、欠肉やクラック等の鍛造欠陥
についての検査を行う。
【００２８】
　これにより、熱間鍛造方法では、クランクシャフトＷ５０を製造する。
【００２９】
　次に、荒地工程Ｓ４０について説明する。
【００３０】
　荒地工程Ｓ４０では、図３に示す荒地成形型１０を用いて熱間鍛造を行う。
　このため、まず、荒地成形型１０について説明する。
【００３１】
　なお、以下では、図３（ａ）に示す矢印Ｕ方向を上方向として上下方向を規定する。ま
た、以下では、図３（ｂ）に示す矢印Ｌ方向を左方向として左右方向を規定する。
【００３２】
　荒地成形型１０は、下型２０および上型３０を具備する。
【００３３】
　図４に示すように、下型２０は、クランクシャフトＷ５０の軸方向を長手方向とする平
面視略長方形状に形成される。下型２０の内面（上面）には、下側成形面２１および下側
余肉部２２ａ～２２ｅが形成される。
【００３４】
　下側成形面２１は、荒地形状の下側に対応する形状に形成される。
【００３５】
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　下側余肉部２２ａ～２２ｅは、下側成形面２１の外周側に形成される。図３に示すよう
に、下側余肉部２２ａ～２２ｅは、下型２０の短手方向（図３における左右方向）に沿っ
た断面視において、下側成形面２１の外周縁部より直線状に伸びた後で、上側に緩やかに
蛇行して、さらに蛇行した部位の外周縁部より直線状に伸びる。
【００３６】
　図４に示すように、下側余肉部２２ａは、クランク部Ｗ５２以外の部位、例えば、クラ
ンクジャーナルＷ５１等を成形する下側成形面２１の外周側に形成される下側余肉部であ
る。
【００３７】
　下側余肉部２２ｂ～２２ｅは、クランクピンおよびクランクピンの両側に隣接する二つ
のバランスウエイト等からなるクランク部Ｗ５２を成形する下側成形面２１の外周側に形
成される下側余肉部である。
　本実施形態では、図４における下型２０の長手方向端部に位置する下側余肉部より順番
に、下側余肉部２２ｂ・２２ｃ・２２ｄ・２２ｅと表記している。
【００３８】
　このような下側余肉部２２ａ～２２ｅは、その高さ位置（上下方向の位置）が互いに異
なっている。
【００３９】
　なお、図４では、下側余肉部２２ａ～２２ｅの高さ位置の関係を明確にするために、下
側余肉部２２ａ～２２ｅの一部を省略して記載している。
　図３（ａ）は、荒地成形型１０を図４（ｂ）に示す矢印Ａ－Ａに相当する位置で荒地成
形型１０の短手方向に沿って切断した断面を示している。
　図３（ｂ）は、荒地成形型１０を図４（ｂ）に示す矢印Ｂ－Ｂに相当する位置で荒地成
形型１０の短手方向に沿って切断した断面を示している。
【００４０】
　まず、図３（ａ）に示す下側余肉部２２ｂ・２２ｄの高さ位置について説明する。
【００４１】
　下側余肉部２２ｂ・２２ｄは、左側が右側よりも低い位置に形成される。
　左側の下側余肉部２２ｂ・２２ｄは、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃの下
方に形成される。
　右側の下側余肉部２２ｂ・２２ｄは、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃの上
方に形成される。
【００４２】
　図３（ｂ）に示すように、下側余肉部２２ｃ・２２ｅは、左側が右側よりも高い位置に
形成される。
　左側の下側余肉部２２ｃ・２２ｅは、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃより
も高い位置に配置される。
　右側の下側余肉部２２ｃ・２２ｅは、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃより
も低い位置に配置される。
【００４３】
　つまり、図３および図４（ａ）に示すように、下側余肉部２２ｃ・２２ｅは、左右両側
の高さ位置の関係が、長手方向に隣接する下側余肉部２２ｂ・２２ｄとは反対の関係とな
っている。
　また、下側余肉部２２ｂ～２２ｅは、左右両側の高さ位置が互いに異なっている。
【００４４】
　一方、クランクジャーナルＷ５１等の外周側に形成される下側余肉部２２ａは、左右両
側の高さ位置が同じ高さ位置となる。
　左右両側の下側余肉部２２ａは、その内周縁部がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中
央部Ｃよりも僅かに下側に形成される（図３（ｂ）に二点鎖線で示す下側余肉部２２ａ参
照）。
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【００４５】
　つまり、本実施形態の下型２０には、左側が右側よりも低い位置に形成される下側余肉
部２２ｂ・２２ｄと、左側が右側よりも高い位置に形成される下側余肉部２２ｃ・２２ｅ
とが、下側余肉部２２ａを間に介して、長手方向に沿って交互（順番）に形成される。
　これにより、下型２０は、長手方向に沿った複数の位置において左右方向両側の位置関
係が入れ替えられる。
【００４６】
　図３に示すように、上型３０は、下型２０の上方に配置され、クランクシャフトＷ５０
の軸方向を長手方向とする平面視略長方形状に形成される。上型３０の内面（上面）には
、上側成形面３１および上側余肉部３２ａ～３２ｅが形成される。
【００４７】
　上側成形面３１は、荒地形状の上側に対応する形状に形成される。
【００４８】
　上側余肉部３２ａ～３２ｅは、上側成形面３１の外周側に形成される。上側余肉部３２
ａ～３２ｅは、左右方向に沿った断面視において、上側成形面３１の外周縁部より直線状
に伸びた後で、上側に緩やかに蛇行して、さらに蛇行した部位の外周縁部より直線状に伸
びる。
【００４９】
　上側余肉部３２ａ～３２ｅは、下側余肉部２２ａ～２２ｅとそれぞれ対向する。
　上側余肉部３２ａ～３２ｅの左右両側の高さ位置の関係は、下側余肉部２２ａ～２２ｅ
の左右両側の高さ位置の関係と同じ関係となっている。
【００５０】
　つまり、クランクジャーナルＷ５１を成形する上側成形面３１の外周側に形成される上
側余肉部３２ａは、左右両側の高さ位置が同じ高さ位置となる（図３（ｂ）に二点鎖線で
示す上側余肉部３２ａ参照）。
　クランク部Ｗ５２を成形する上側成形面３１の外周側に形成される上側余肉部３２ｂ・
３２ｄは、左側が右側よりも低い位置に形成される。
　上側余肉部３２ｃ・３２ｅは、左側が右側よりも高い位置に形成される。
【００５１】
　このように、本実施形態の上型３０には、左側が右側よりも低い位置に形成される上側
余肉部３２ｂ・３２ｄと、左側が右側よりも高い位置に形成される上側余肉部３２ｃ・３
２ｅとが、上側余肉部３２ａを間に介して交互（順番）に形成される。
　これにより、上型３０は、長手方向に沿った複数の位置において左右方向両側の位置関
係が入れ替えられる。
【００５２】
　このような荒地成形型１０は、下型２０がベース等に固定されるとともに、上型３０が
変位機構に取り付けられて昇降可能に構成されることで、上下方向に開閉可能に構成され
る。
【００５３】
　図５に示すように、荒地成形型１０は、下型２０および上型３０を型閉めした状態で、
上下両側の成形面２１・３１によって、クランクシャフトＷ５０に応じた荒地形状となる
インプレッション１０ａを形成する。
【００５４】
　このとき、荒地成形型１０は、上下両側の余肉部２２ａ～２２ｅ・３２ａ～３２ｅによ
って、インプレッション１０ａの外周側に予備成形体Ｗ２０の金属材料が組成流動する空
間となるフラッシュランド１０ｂおよびガッター１０ｃ等を形成する。
【００５５】
　フラッシュランド１０ｂは、インプレッション１０ａの外周縁部で左右方向に沿った断
面視において直線状となる空間である。
【００５６】
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　ガッター１０ｃは、左右方向に沿った断面視において、フラッシュランド１０ｂの外周
縁部で上側に緩やかに蛇行して、さらに蛇行した部位の外周縁部で直線状となる空間であ
る。
【００５７】
　図５（ａ）に示すように、下側余肉部２２ｂ・２２ｄと上側余肉部３２ｂ・３２ｄとに
よって成形されるフラッシュランド１０ｂは、左側が右側よりも低い位置に形成される。
　このようなフラッシュランド１０ｂは、その左側の内周縁部の高さ方向中央部がクラン
クシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも低い位置に形成され、右側の内周縁部の高さ
方向中央部がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも高い位置に形成される。
【００５８】
　図５（ｂ）に示すように、下側余肉部２２ｃ・２２ｅと上側余肉部３２ｃ・３２ｅとに
よって成形されるフラッシュランド１０ｂは、左側が右側よりも高い位置に形成される。
　このようなフラッシュランド１０ｂは、その左側の内周縁部の高さ方向中央部がクラン
クシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも高い位置に形成され、右側の内周縁部の高さ
方向中央部がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも低い位置に形成される。
【００５９】
　下側余肉部２２ａと上側余肉部３２ａとより形成されるフラッシュランド１０ｂは、左
右両側の高さ位置が同じ高さ位置に形成され、その内周縁部の高さ方向中央部がクランク
シャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃと同じ高さ位置に形成される（図３（ｂ）参照）。
　つまり、本実施形態のフラッシュランド１０ｂは、左側が右側よりも低い位置に形成さ
れる部分と、左側が右側よりも高い位置に形成される部分とが、長手方向に沿って交互（
順番）に配置される。
　これにより、フラッシュランド１０ｂは、長手方向に沿った複数の位置において左右方
向両側の位置関係が入れ替えられる。
【００６０】
　このように、第一の金型としての下型２０および第二の金型としての上型３０は、イン
プレッション１０ａおよびフラッシュランド１０ｂを形成する。
　また、荒地成形型１０は、下型２０および上型３０からなる荒地工程Ｓ４０の熱間鍛造
型である。
【００６１】
　次に、図６等を参照して荒地工程Ｓ４０について説明する。
【００６２】
　なお、図６は、図４（ｂ）に示す矢印Ｂ－Ｂに相当する位置、つまり、下側余肉部２２
ｃおよび上側余肉部３２ｃを荒地成形型１０の短手方向に沿って切断した断面を示してい
る。
【００６３】
　まず、図６（ａ）に示すように、荒地工程Ｓ４０では、荒地成形型１０の下型２０に予
備成形体Ｗ２０をセットする。このとき、予備成形体Ｗ２０は、下型２０の左右中央部等
に支持される。
【００６４】
　そして、荒地工程Ｓ４０では、上型３０を下降させて荒地成形型１０の下型２０および
上型３０を型閉めする。
　これにより、図６に示すように、熱間鍛造方法では、予備成形体Ｗ２０を荒地成形型１
０で押圧して予備成形体Ｗ２０の金属材料をインプレッション１０ａに充満させ、予備成
形体Ｗ２０を荒地形状に沿わせて成形する。
【００６５】
　このとき、予備成形体Ｗ２０の金属材料は、左右方向に沿った断面視において、左右方
向に流動された後で、インプレッション１０ａの左右両端部に沿って上下方向に流動され
る（図６（ａ）に二点鎖線で示す予備成形体Ｗ２０参照）。
【００６６】
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　特に、クランク部Ｗ５２を成形するインプレッション１０ａにおいて、予備成形体Ｗ２
０の金属材料は、上下方向に多く材料流動される。
　一方、クランクジャーナルＷ５１等を成形するインプレッション１０ａにおいて、予備
成形体Ｗ２０の金属材料は、上下方向に多く材料流動しない。これは、予備成形工程Ｓ３
０にて予備成形体Ｗ２０をある程度荒地形状に近い形状に成形していることによるもので
ある。
【００６７】
　インプレッション１０ａからはみ出した予備成形体Ｗ２０の金属材料は、フラッシュラ
ンド１０ｂに流動し、荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１となる。
【００６８】
　下側余肉部２２ａと上側余肉部３２ａとによって形成されるフラッシュランド１０ｂは
、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃと同じ高さ位置に形成されている。
　このため、クランクジャーナルＷ５１等の外周側に形成されるバリＷ３１は、クランク
シャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃと同じ高さ位置に形成される。
【００６９】
　一方、下側余肉部２２ｂ～２２ｅと上側余肉部３２ｂ～３２ｅとによって形成されるフ
ラッシュランド１０ｂは、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃとは異なる高さ位
置に形成されている（図５参照）。
　このため、クランク部Ｗ５２の外周側に形成されるバリＷ３１は、クランクシャフトＷ
５０の高さ方向中央部Ｃとは異なる高さ位置に形成される。
【００７０】
　これによれば、熱間鍛造方法および荒地成形型１０は、クランク部Ｗ５２のような多く
の金属材料が上下方向に流動する部位において、予備成形体Ｗ２０の金属材料が左右方向
に流動した先に、上下両側の成形面２１・３１を配置できる。
　従って、熱間鍛造方法および荒地成形型１０は、予備成形体Ｗ２０の金属材料がフラッ
シュランド１０ｂに直接的に流出してしまうことを防止できる。
【００７１】
　このため、熱間鍛造方法および荒地成形型１０は、フラッシュランド１０ｂに流出する
予備成形体Ｗ２０の金属材料の量、すなわち、バリＷ３１の量を低減できる。つまり、熱
間鍛造方法は、インプレッション１０ａにより多くの金属材料を充満できる。
【００７２】
　従って、熱間鍛造方法および荒地成形型１０は、インプレッション１０ａに充満する金
属材料が少ないことに起因する歩留まりの発生を抑制できるため、クランクシャフトＷ５
０の製造コストを削減できる。
【００７３】
　このように、荒地工程Ｓ４０では、左右両側（荒地成形体Ｗ３０の短手方向両側）のい
ずれか一方のバリＷ３１を、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも高い位置
に形成するとともに、左右両側の他方のバリＷ３１を、クランクシャフトＷ５０の高さ方
向中央部Ｃよりも低い位置に形成する。
　また、荒地成形型１０のフラッシュランド１０ｂは、左右両側のいずれか一方が、クラ
ンクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも高い位置に形成されるとともに、左右両側
の他方が、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも低い位置に形成される。
【００７４】
　なお、荒地成形工程では、本実施形態のように、荒地成形体の一部の部位において、左
右両側のバリをクランクシャフトの高さ方向中央部と同じ位置に形成しても構わない。
　このような部位としては、フラッシュランドの左右両側の高さ位置をクランクシャフト
の高さ方向中央部よりも高い位置若しくは低い位置に変更した場合に、バリが形成されに
くい部位、例えば、クランクジャーナル等がある。
【００７５】
　次に、仕上工程Ｓ５０について説明する。
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【００７６】
　仕上工程Ｓ５０では、図７に示す仕上成形型４０を用いて熱間鍛造を行う。
　このため、まず、仕上成形型４０について説明する。
【００７７】
　図７（ａ）に示すように、仕上成形型４０は、下型５０および上型６０を具備する。
【００７８】
　下型５０は、クランクシャフトＷ５０の軸方向を長手方向とする平面視略長方形状に形
成される。下型５０の内面（下面）には、下側成形面５１および下側余肉部５２が形成さ
れる。
【００７９】
　下側成形面５１は、クランクシャフトＷ５０の下側に対応する形状に形成される。
【００８０】
　下側余肉部５２は、下側成形面５１の外周側に形成される。下側余肉部５２は、荒地成
形型１０の下側余肉部２２ａと略同一の形状に形成される。
　下側余肉部５２は、クランクシャフトＷ５０の部位に関わらず同じ高さ位置に形成され
る。下側余肉部５２は、その内周縁部がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃより
も僅かに下側に形成される。
【００８１】
　上型６０は、下型５０の上方に配置され、クランクシャフトＷ５０の軸方向を長手方向
とする平面視略長方形状に形成される。上型６０の内面（上面）には、上側成形面６１お
よび上側余肉部６２が形成される。
【００８２】
　上側成形面６１は、クランクシャフトＷ５０の上側に対応する形状に形成される。
【００８３】
　上側余肉部６２は、上側成形面６１の外周側に形成される。上側余肉部６２は、荒地成
形型１０の上側余肉部３２ａと略同一の形状に形成される。
　上側余肉部６２は、クランクシャフトＷ５０の部位に関わらず全て同じ高さ位置に形成
される。
【００８４】
　仕上成形型４０は、下型５０がベース等に固定されるとともに、上型６０が変位機構に
取り付けられて昇降可能に構成されることで、上下方向に開閉可能に構成される。
【００８５】
　図７（ｂ）に示すように、このような仕上成形型４０は、下型５０および上型６０を型
閉めした状態で、上下両側の成形面５１・６１によって、クランクシャフトＷ５０に応じ
た形状となるインプレッション４０ａを形成する。
【００８６】
　このとき、仕上成形型４０は、上下両側の余肉部５２・６２によって、インプレッショ
ン４０ａの外周側に荒地成形体Ｗ３０の金属材料が組成流動する空間となるフラッシュラ
ンド４０ｂおよびガッター４０ｃ等を形成する。
　フラッシュランド４０ｂおよびガッター４０ｃの形状は、上下方向の長さがやや長くな
るものの、荒地成形型１０のフラッシュランド４０ｂおよびガッター４０ｃの形状と概ね
同一の形状に形成される。
【００８７】
　フラッシュランド４０ｂは、クランクシャフトＷ５０の部位に関わらず同じ高さ位置に
形成される。フラッシュランド４０ｂの内周縁部の高さ方向中央部は、クランクシャフト
Ｗ５０の高さ方向中央部Ｃと同じ高さ位置となる。
【００８８】
　次に、図８等を参照して仕上工程Ｓ５０について説明する。
【００８９】
　なお、図８は、仕上成形型４０を図４（ｂ）に示す矢印Ｂ－Ｂに相当する位置で切断し
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た断面を示している。
　つまり、図８に示す荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１は、下側余肉部２２ｃと上側余肉部
３２ｃとによって形成されるフラッシュランド１０ｂに金属材料が流動したものであり、
左側が右側よりも高い位置に形成されている。
【００９０】
　まず、図８（ａ）に示すように、仕上工程Ｓ５０では、荒地成形体Ｗ３０を仕上成形型
４０の下型５０にセットする。このとき、仕上成形体Ｗ４０は、下型５０の左右中央部等
に支持される。
【００９１】
　仕上工程Ｓ５０では、上型６０を下降させて下型５０および上型６０を型閉めする。
　このとき、図８に示す断面視において、荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１は、左側が上型
６０に押し下げられるとともに、右側が下型５０に押し上げられる。
【００９２】
　つまり、図８に示す断面視において、上型６０は、荒地成形体Ｗ３０の左側を下方向に
たわませるように、荒地成形体Ｗ３０を押圧する（図８（ａ）の左側に示す矢印参照）。
　一方、図８に示す断面視において、下型５０は、荒地成形体Ｗ３０の右側を上方向にた
わませるように、荒地成形体Ｗ３０を押圧する（図８（ａ）の右側に示す矢印参照）。
【００９３】
　これによれば、熱間鍛造方法では、上下両型５０・６０による荒地成形体Ｗ３０をたわ
ませる力を相殺することができる。
　従って、熱間鍛造方法では、荒地成形体Ｗ３０のたわみを抑制できる。
【００９４】
　図８（ｂ）および図８（ｃ）に示すように、熱間鍛造方法では、このような状態で荒地
成形体Ｗ３０を仕上成形型４０で押圧して荒地成形体Ｗ３０の金属材料をインプレッショ
ン４０ａに充満させ、荒地成形体Ｗ３０をクランクシャフトＷ５０の形状に沿わせて成形
する。
【００９５】
　これによれば、熱間鍛造方法は、インプレッション４０ａの荒地成形体Ｗ３０がたわん
だ側（上側または下側）に、先に荒地成形体Ｗ３０の金属材料が充満してしまうことを防
止できる。
　つまり、熱間鍛造方法は、インプレッション４０ａの上下両側にバランスよく荒地成形
体Ｗ３０の金属材料を流動させることができる。このため、熱間鍛造方法は、インプレッ
ション４０ａの上下両側に同じようなタイミングで金属材料を充満させることができる。
【００９６】
　ここで、上下両側の余肉部２２ｂ・３２ｂによって形成された荒地成形体Ｗ３０のバリ
Ｗ３１は、左側がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも低い位置に形成され
るとともに、右側がクランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも高い位置に形成さ
れる（図５（ａ）参照）。
　このような荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１は、右側が上型６０に押し下げられるととも
に、左側が下型５０に押し上げられる。つまり、この場合、荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３
１は、左右両側が図８（ａ）に示す方向とは反対の方向に押圧されることとなる。
　従って、本実施形態の熱間鍛造方法は、クランク部Ｗ５２を成形するインプレッション
４０ａの上下両側に、同じようなタイミングで金属材料を充満させることができる。
【００９７】
　このため、熱間鍛造方法は、インプレッション４０ａの上側と下側とのいずれか一方に
、先に金属材料が充満してしまうことに起因する、成形荷重の増大を抑制できる。
【００９８】
　このように、仕上工程Ｓ５０では、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも
高い位置に形成した荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１（図８では左側のバリＷ３１）を、仕
上成形型４０の上型６０によって押し下げる。
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　また、仕上工程Ｓ５０では、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃよりも低い位
置に形成した荒地成形体Ｗ３０のバリＷ３１（図８では右側のバリＷ３１）を、仕上成形
型４０の下型５０によって押し上げる。
【００９９】
　ここで、図８に示す断面視において、左側のバリＷ３１が上型６０で押し下げられると
ともに、右側のバリＷ３１が下型５０で押し下げられるため、荒地成形体Ｗ３０には、図
８における反時計回り方向の回転モーメントが作用する（図８（ｂ）に示す矢印参照）。
【０１００】
　一方、上下両側の余肉部２２ｂ・３２ｂによって形成されたバリＷ３１は、左側が下型
５０で押し上げられるとともに、右側が上型６０で押し上げられる（図５（ａ）参照）。
　従って、このようなバリＷ３１が形成される部位において、荒地成形体Ｗ３０には、図
８における時計回り方向の回転モーメントが作用することとなる。
【０１０１】
　つまり、本実施形態の熱間鍛造方法では、クランクシャフトＷ５０の長手方向に隣接す
るクランク部Ｗ５２毎に、図８における時計回り方向および反時計回り方向の回転モーメ
ントをそれぞれ作用させ、両回転モーメントを相殺しているのである。
【０１０２】
　これによれば、熱間鍛造方法は、仕上成形型４０を型閉めするときに、荒地成形体Ｗ３
０が回転してしまうことを防止できる。
【０１０３】
　このように、荒地工程Ｓ４０では、荒地成形体Ｗ３０の長手方向に沿った複数の位置に
おいて、短手方向両側の高さ位置の関係を入れ替えてバリＷ３１を形成する。
　また、荒地成形型１０のフラッシュランド１０ｂは、長手方向に沿った複数の位置にお
いて、短手方向両側の位置関係が入れ替えられる。
【０１０４】
　なお、荒地成形体の左右両側のバリの位置関係を入れ替える回数は、仕上工程時に荒地
成形体が回転しない程度に多い回数であればよく、本実施形態に限定されるものでない。
【０１０５】
　また、図６（ｂ）に示すように、本実施形態の熱間鍛造方法では、上下両側の余肉部２
２ｂ～２２ｅ・３２ｂ～３２ｅによって、クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃか
ら同じ距離だけ離れた位置に、バリＷ３１を形成している。
　つまり、本実施形態の荒地成形型１０の左右両側のフラッシュランド１０ｂは、クラン
クシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃから同じ距離だけ離れた位置に形成されている。
【０１０６】
　これによれば、図８（ａ）に示すように、熱間鍛造方法は、仕上工程Ｓ５０において、
クランクシャフトＷ５０の高さ方向中央部Ｃとは異なる位置に形成した左右両側のバリＷ
３１を、それぞれ同じタイミングで押圧できる。
　従って、熱間鍛造方法は、仕上工程Ｓ５０において荒地成形体Ｗ３０のたわみをより効
果的に抑制できる。このため、熱間鍛造方法は、インプレッション４０ａの上下両側に、
より近いタイミングで金属材料を充満させることができる。
【０１０７】
　つまり、熱間鍛造方法は、インプレッション４０ａの上側と下側とのいずれか一方に、
先に金属材料が充満してしまうことに起因する、成形荷重の増大をより効果的に抑制でき
る。
【０１０８】
　なお、荒地成形型および仕上成形型は、上下両型を昇降可能に構成し、上下両型を互い
に接近させて型閉めしても構わない。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　　荒地成形型
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　４０　　仕上成形型
　Ｗ１０　棒状素材
　Ｗ２０　予備成形体
　Ｗ３０　荒地成形体
　Ｗ３１　バリ
　Ｗ４０　仕上成形体
　Ｗ４１　バリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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