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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径する鍛造方
法であって、
　素材の軸方向中間部を保持ダイで拡径阻止状態に保持するとともに、素材の軸方向両側
部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイの軸方向両側部に設けられた成形凹部内に挿入し、且
つ、素材の軸方向両側部における成形凹部内に挿入された拡径予定部をそれぞれガイドに
設けられた挿通路に挿通し、
　次いで、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各
拡径予定部の材料を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれガイドの移動速度を
制御し得るガイド移動装置によってパンチの移動方向とは反対方向に移動させることによ
り、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを特徴とする鍛造方法。
【請求項２】
　両ガイドをそれぞれ前記ガイド移動装置としての流体圧シリンダによってパンチの移動
方向とは反対方向に移動させる請求項１記載の鍛造方法。
【請求項３】
　各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通することにより該拡径予定部
を座屈阻止状態に保持するものとなされている請求項１又は２記載の鍛造方法。
【請求項４】
　各パンチの移動開始前において、各ガイドと保持ダイとの間に、この間にて露出する素
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材の露出部の断面積での座屈限界長さ以下に設定された間隔を有する初期クリアランスを
設ける請求項１～３のいずれか１項記載の鍛造方法。
【請求項５】
　各パンチの移動開始時から各ガイドの移動開始時までの間にタイムラグを設ける請求項
４記載の鍛造方法。
【請求項６】
　各ガイドの先端部に、成形凹部内に嵌合される押さえ型部が設けられている請求項１～
５のいずれか１項記載の鍛造方法。
【請求項７】
　各ガイドの先端面の挿通路側の縁部、又は／及び保持ダイに設けられ素材の軸方向中間
部が嵌め込まれる素材嵌込み孔の端縁部に、面取り加工が施されている請求項１～６のい
ずれか１項記載の鍛造方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする鍛造品。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする自動車用
アーム部材。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする自動車用
シャフト部材。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする自動車用
コンロッド部材。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とするコンプレ
ッサ用双頭ピストン。
【請求項１３】
　棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径するための
鍛造装置であって、
　素材の軸方向中間部を座屈阻止状態に保持する保持ダイと、
　保持ダイの軸方向両側部にそれぞれ設けられ、素材の軸方向両側部の拡径予定部がそれ
ぞれ挿入される２個の成形凹部と、
　素材の軸方向両側部における成形凹部内に挿入された拡径予定部がそれぞれ挿通される
挿通路を有する２個のガイドと、
　素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ軸方向に同時に押圧する２個のパンチと、
を備え、
　両ガイドは、それぞれパンチの移動方向とは反対方向に移動可能であり、
　更に、鍛造装置は、両ガイドにそれぞれ接続され、両ガイドをそれぞれパンチの移動方
向とは反対方向に移動させる２個のガイド移動装置を備えるとともに、
　各ガイド移動装置は、ガイドの移動速度を制御し得るものであることを特徴とする鍛造
装置。
【請求項１４】
　各ガイド移動装置は、流体圧シリンダによってガイドの移動速度を制御し得るものとな
されている請求項１３記載の鍛造装置。
【請求項１５】
　各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通することにより該拡径予定部
を座屈阻止状態に保持するものとなされている請求項１３又は１４記載の鍛造装置。
【請求項１６】
　各ガイドの先端部に、成形凹部内に嵌合される押さえ型部が設けられている請求項１３
～１５のいずれか１項記載の鍛造装置。
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【請求項１７】
　各ガイドの先端面の挿通路側の縁部、又は／及び保持ダイに設けられ素材の軸方向中間
部が嵌め込まれる素材嵌込み孔の端縁部に、面取り加工が施されている請求項１３～１６
のいずれか１項記載の鍛造装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鍛造方法、鍛造品及び鍛造装置に関し、詳述すると、例えば、棒状の素材の
軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径する鍛造方法、これにより
得られた鍛造品及び前記鍛造方法に用いられる鍛造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に据え込み加工は、素材を軸方向に押圧することにより、該素材の所定部位に拡径
部を形成しようとするものである。この据え込み加工を改良した方法として、特開昭４８
－６２６４６号公報に開示された方法が知られている（特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開昭４８－６２６４６号公報（第１及び２頁、第１－４図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の据え込み加工方法において、素材の軸方向両側部にそれぞれ拡径部を形成す
る場合には、例えば、素材の軸方向の一側部に拡径部を形成した後で、該素材を反転させ
、次いで該素材の軸方向の他側部に拡径部を形成する方法が提案される。
【０００４】
　しかし、この提案方法では、軸方向の両側部にそれぞれ拡径部が形成された部材（例え
ば、自動車用アーム部材やシャフト部材、あるいはコンプレッサ用双頭ピストン）を製造
する場合には、その製造に要する工程が多くなり、その結果、製造コストが高く付くとい
う難点があった。
【０００５】
　また、一般に据え込み加工方法によれば、図１０に示すように、加工後期において、雌
型（50）の成型凹部（51）の隅部に未充填部（52）（即ち、素材（55）の材料が充填され
ていない部分）が生じる。このように未充填部（52）が生じた場合には、得られる鍛造品
は形状不良（例えば欠肉欠陥）となり、製品としての価値が損なわれる。そこで、この未
充填部（52）に素材（55）の材料を強制的に充填するために、パンチ（53）の押圧力を増
大させて成形圧力を上昇させると、雌型（50）の成型凹部（51）に大きな負荷が加わり、
雌型（50）の耐用寿命が短くなるという問題が生じる。
【０００６】
　本発明は、上述した技術背景に鑑みてなされたもので、その目的は、両側部に拡径部が
形成された鍛造品を能率良く製造することができ、更に、形状不良の発生を防止すること
ができる鍛造方法、これにより得られた鍛造品及び前記鍛造方法に好適に用いられる鍛造
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は以下の手段を提供する。
【０００８】
　［１］　棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径す
る鍛造方法であって、素材の軸方向中間部を保持ダイで拡径阻止状態に保持するとともに
、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイの軸方向両側部に設けられた成形
凹部内に挿入し、且つ、素材の軸方向両側部における成形凹部内に挿入された拡径予定部
をそれぞれガイドに設けられた挿通路に挿通し、次いで、素材の軸方向両側部の拡径予定
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部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各拡径予定部の材料を成形凹部内に充填しな
がら、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方向に移動させることにより、素材
の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを特徴とする鍛造方法。
【０００９】
　［２］　各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通することにより該拡
径予定部を座屈阻止状態に保持するものとなされている前項１記載の鍛造方法。
【００１０】
　［３］　各パンチの移動開始前において、各ガイドと保持ダイとの間に、この間にて露
出する素材の露出部の断面積での座屈限界長さ以下に設定された間隔を有する初期クリア
ランスを設ける前項１又は２記載の鍛造方法。
【００１１】
　［４］　各パンチの移動開始時から各ガイドの移動開始時までの間にタイムラグを設け
る前項３記載の鍛造方法。
【００１２】
　［５］　各ガイドの先端部に、成形凹部内に嵌合される押さえ型部が設けられている前
項１～４のいずれか１項記載の鍛造方法。
【００１３】
　［６］　各ガイドの先端面の挿通路側の縁部、又は／及び保持ダイに設けられ素材の軸
方向中間部が嵌め込まれる素材嵌込み孔の端縁部に、面取り加工が施されている前項１～
５のいずれか１項記載の鍛造方法。
【００１４】
　［７］　前項１～６のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする鍛
造品。
【００１５】
　［８］　前項１～６のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする自
動車用アーム部材。
【００１６】
　［９］　前項１～６のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする自
動車用シャフト部材。
【００１７】
　［１０］　前項１～６のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする
自動車用コンロッド部材。
【００１８】
　［１１］　前項１～６のいずれか１項記載の鍛造方法により得られたことを特徴とする
コンプレッサ用双頭ピストン。
【００１９】
　［１２］　棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径
するための鍛造装置であって、素材の軸方向中間部を座屈阻止状態に保持する保持ダイと
、保持ダイの軸方向両側部にそれぞれ設けられ、素材の軸方向両側部の拡径予定部がそれ
ぞれ挿入される２個の成形凹部と、素材の軸方向両側部における成形凹部内に挿入された
拡径予定部がそれぞれ挿通される挿通路を有する２個のガイドと、素材の軸方向両側部の
拡径予定部をそれぞれ軸方向に押圧する２個のパンチと、を備え、両ガイドは、それぞれ
パンチの移動方向とは反対方向に移動可能であることを特徴とする鍛造装置。
【００２０】
　［１３］　更に、両ガイドにそれぞれ接続され、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向
とは反対方向に移動させる２個のガイド移動装置を備えている前項１２記載の鍛造装置。
【００２１】
　［１４］　各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通することにより該
拡径予定部を座屈阻止状態に保持するものとなされている前項１２又は１３記載の鍛造装
置。
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【００２２】
　［１５］　各ガイドの先端部に、成形凹部内に嵌合される押さえ型部が設けられている
前項１２～１４のいずれか１項記載の鍛造装置。
【００２３】
　［１６］　各ガイドの先端面の挿通路側の縁部、又は／及び保持ダイに設けられ素材の
軸方向中間部が嵌め込まれる素材嵌込み孔の端縁部に、面取り加工が施されている前項１
２～１５のいずれか１項記載の鍛造装置。
【００２４】
　上記各項の発明を以下に説明する。
【００２５】
　［１］の発明では、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時
に押圧し各拡径予定部の材料を成形凹部内に充填することにより、素材の軸方向両側部の
拡径予定部が同時に拡径される。したがって、軸方向両側部にそれぞれ拡径部が形成され
た鍛造品を能率良く製作することができ、もって鍛造品の製造コストを引き下げることが
できる。
【００２６】
　さらに、このように材料を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれパンチの移
動方向とは反対方向に移動させることにより、成形凹部内における材料の流れが分散され
る。そのため、成形圧力を過大に上昇させなくても成形凹部の隅部に材料が充填され、す
なわち成形凹部に未充填部が生じる不具合を防止することができる。したがって、欠肉欠
陥等の形状不良の発生を防止することができ、もって高品質の鍛造品を得ることができる
。
【００２７】
　さらに、このように両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方向に移動させるこ
とにより、成形凹部に加わる負荷が減少する。そのため、成形凹部の耐用寿命を延ばすこ
とができる。
【００２８】
　［２］の発明では、各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通すること
により該拡径予定部を座屈阻止状態に保持するものとなされていることから、パンチによ
る素材拡径予定部の押圧時に生じることのある素材拡径予定部の座屈を防止することがで
きる。そのため、シワやかぶりきず等の形状不良の発生を防止することができ、もってよ
り高い品質の鍛造品を得ることができる。
【００２９】
　［３］の発明では、各パンチの移動開始前（即ち、各パンチによる素材拡径予定部の押
圧開始前）において、各ガイドと保持ダイとの間に所定間隔の初期クリアランスが設けら
れているので、各パンチの移動開始直後（即ち、各パンチによる素材拡径予定部の押圧開
始直後）において各ガイドと保持ダイとの間の初期クリアランスの範囲にて露出する素材
の露出部が座屈する不具合を防止することができる。更には、ガイドの移動長さ（ストロ
ーク）を短くすることができる。
【００３０】
　［４］の発明では、各パンチの移動開始時から各ガイドの移動開始時までの間にタイム
ラグを設けることにより、パンチの移動開始直後（即ち、パンチによる素材拡径予定部の
押圧開始直後）において素材の露出部の断面積が増大する。そのため、素材の露出部にお
ける座屈限界長さを長くすることができて、座屈を確実に防止することができる。
【００３１】
　［５］の発明では、各ガイドの先端部に所定の押さえ型部が設けられているので、据え
込み加工時に、成形凹部内に充填された材料が押さえ型部で押さえられる。そのため、成
形凹部の隅部に材料を確実に充填することができ、すなわち成形凹部に未充填部が生じる
不具合を確実に防止することができる。したがって、高品質の鍛造品を確実に得ることが
できる。
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【００３２】
　さらに、ガイドの押さえ型部を成形凹部内に嵌合することにより、成形凹部は閉塞状に
形成される。そのため、本発明に係る鍛造方法は、閉塞据え込み鍛造方法の範疇に入るも
のとなる。したがって、据え込み加工後においてバリ取り作業を行う必要がなく、そのた
め、作業工程を削減することができるし、生産収率を向上させることができる。
【００３３】
　［６］の発明では、各ガイドの先端面の挿通路側の縁部に面取り加工が施されているこ
とにより、このガイドは、加工時において成形凹部内の材料の背圧を効果的に受け得るよ
うになる。その結果、ガイドを所定方向に移動させるのに要する駆動力を減少させること
ができ、そのため、小さな駆動力でガイドを移動させることできる。また、保持ダイの素
材嵌込み孔の端縁部に面取り加工が施されることにより、鍛造品の軸方向中間部と拡径部
との間の角部に生じることのある応力集中を緩和することができる。
【００３４】
　［７］の発明では、安価で且つ高品質の鍛造品を提供することができる。
【００３５】
　［８］の発明では、安価で且つ高品質の自動車用アーム部材を提供することができる。
【００３６】
　［９］の発明では、安価で且つ高品質の自動車用シャフト部材を提供することができる
。
【００３７】
　［１０］の発明では、安価で且つ高品質の自動車用コンロッド部材を提供することがで
きる。
【００３８】
　［１１］の発明では、安価で且つ高品質のコンプレッサ用双頭ピストンを提供すること
ができる。
【００３９】
　［１２］の発明では、鍛造装置は、所定の保持ダイ、２個の成形凹部、２個のガイド及
び２個のパンチを備えているから、上述した本発明に係る鍛造方法に好適に用いることが
できる。
【００４０】
　［１３］の発明では、鍛造装置は、更に、所定の２個のガイド移動装置を備えているこ
とから、この鍛造装置を用いることにより、上述した本発明に係る鍛造方法を確実に遂行
することができる。
【００４１】
　［１４］の発明では、各ガイドの挿通路は、該挿通路に素材の拡径予定部を挿通するこ
とにより該拡径予定部を座屈阻止状態に保持するものとなされていることから、上記［２
］の発明と同じく、パンチによる素材拡径予定部の押圧時に生じることのある素材拡径予
定部の座屈を防止することができる。したがって、シワやかぶりきず等の形状不良の発生
を防止することができ、もってより高い品質の鍛造品を得ることができる。
【００４２】
　［１５］の発明では、各ガイドの先端部に、成形凹部内に嵌合される押さえ型部が設け
られていることから、上記［５］の発明と同じく、据え込み加工時に、成形凹部に充填さ
れた材料を押さえ型部で押さえることができる。そのため、成形凹部の隅部に材料を確実
に充填することができ、すなわち成形凹部に未充填部が生じる不具合を確実に防止するこ
とができる。したがって、高品質の鍛造品を確実に得ることができる。
【００４３】
　さらに、ガイドの押さえ型部を成形凹部内に嵌合することにより、成形凹部は閉塞状に
形成される。そのため、本発明に係る鍛造装置を用いた鍛造方法は、閉塞据え込み鍛造方
法の範疇に入るものとなる。したがって、鍛造後において、バリ取り作業を行う必要がな
く、そのため、作業工程を削減することができるし、生産収率を向上させることができる
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。
【００４４】
　［１６］の発明では、各ガイドの先端面の挿通路側の縁部に面取り加工が施されている
ので、上記［６］の発明と同じく、このガイドは、据え込み加工時において素材の露出部
からの背圧を効果的に受け得るようになる。その結果、ガイドを所定方向に移動させるの
に要する駆動力を減少させることができ、そのため、小さな駆動力でガイドを移動させる
ことできる。また、保持ダイの素材嵌込み孔の端縁部に面取り加工が施されることにより
、鍛造品の軸方向中間部と拡径部との間の角部に生じることのある応力集中を緩和するこ
とができる。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明は次の効果を奏する。
【００４６】
　［１］の発明によれば、両側部に拡径部が形成された鍛造品を能率良く製作することが
できて、鍛造品の製造コストを引き下げることができる。さらに、成形圧力を過大に上昇
させることなく欠肉欠陥等の形状不良の発生を防止することができるから、高品質の鍛造
品を得ることができる。さらに、成形圧力を低く設定することができ、そのため成形凹部
の耐用寿命を延ばすことができる。
【００４７】
　［２］の発明によれば、パンチによる素材拡径予定部の押圧時（即ち、据え込み加工時
）に生じることのある素材拡径予定部の座屈を防止することができる。したがって、シワ
やかぶりきず等の形状不良の発生を防止することができて、より高い品質の鍛造品を得る
ことができる。
【００４８】
　［３］の発明によれば、パンチの移動開始直後（即ち、パンチによる素材拡径予定部の
押圧開始直後）において素材の露出部が座屈する不具合を防止することができるし、ガイ
ドの移動長さ（ストローク）を短くすることができる。
【００４９】
　［４］の発明によれば、パンチの移動開始直後において素材の露出部における座屈限界
長さを長くすることができ、そのため座屈を確実に防止することができる。
【００５０】
　［５］の発明によれば、成形凹部の隅部に材料を確実に充填することができ、すなわち
成形凹部に未充填部が生じる不具合を確実に防止することができる。したがって、高品質
の鍛造品を確実に得ることができる。さらに、据え込み加工後においてバリ取り作業を行
う必要がなく、そのため、作業工程を削減することができるし、生産収率を向上させるこ
とができる。
【００５１】
　［６］の発明によれば、各ガイドの先端面の挿通路側の縁部に面取り加工が施されるこ
とにより、ガイドを所定方向に移動させるのに要する駆動力を減少させることができ、そ
のため、小さな駆動力でガイドを移動させることできる。また、保持ダイの素材嵌込み孔
の端縁部に面取り加工が施されることにより、鍛造品の軸方向中間部と拡径部との間の角
部に生じることのある応力集中を緩和することができる。
【００５２】
　［７］の発明によれば、安価で且つ高品質の鍛造品を提供することができる。
【００５３】
　［８］の発明によれば、安価で且つ高品質の自動車用アーム部材を提供することができ
る。
【００５４】
　［９］の発明によれば、安価で且つ高品質の自動車用シャフト部材を提供することがで
きる。
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【００５５】
　［１０］の発明によれば、安価で且つ高品質の自動車用コンロッド部材を提供すること
ができる。
【００５６】
　［１１］の発明によれば、安価で且つ高品質のコンプレッサ用双頭ピストンを提供する
ことができる。
【００５７】
　［１２］の発明によれば、本発明に係る鍛造方法に好適に用いられる鍛造装置を提供す
ることができる。
【００５８】
　［１３］の発明によれば、本発明に係る鍛造方法を確実に遂行することができる鍛造装
置を提供することができる。
【００５９】
　［１４］の発明によれば、上記［２］の発明に係る鍛造方法を確実に遂行することがで
きる鍛造装置を提供することができる。
【００６０】
　［１５］の発明によれば、上記［５］の発明に係る鍛造方法を確実に遂行することがで
きる鍛造装置を提供することができる。
【００６１】
　［１６］の発明によれば、上記［６］の発明に係る鍛造方法を確実に遂行することがで
きる鍛造装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　本発明の好ましい一実施形態について図面を参照して以下に説明する。
【００６３】
　図２において、（１）は本発明の一実施形態に係る鍛造装置、（５）は素材である。ま
た、図１において、（３）は鍛造装置（１）により製造された鍛造品である。
【００６４】
　鍛造品（３）は、図１に示すように、その軸方向の一側部の一部及び他側部の一部にそ
れぞれ歯車部（3a）（3a）が形成された棒状のものであり、詳述すると、本実施形態の鍛
造品（３）は、その軸方向の一端部及び他端部にそれぞれ歯車部（3a）（3a）が形成され
たものである。この鍛造品（３）は、例えば自動車用シャフト部材として用いられる。こ
の鍛造品（３）では、各歯車部（3a）（3a）が拡径部（７）（７）に対応している。歯車
部（3a）の周面には複数個の歯部（3b）が突出して一体形成されている。この鍛造品（３
）の軸方向の一側部に形成された歯車部（3a）と他側部に形成された歯車部（3a）とは、
互いに大きさが相異している。この鍛造品（３）は、金属製であり、詳述すると例えばア
ルミニウム又はアルミニウム合金製である。
【００６５】
　素材（５）は、図２に示すように、真直な棒状のものであり、その断面形状（横断面形
状）は円形状に形成されている。素材（５）の断面積は軸方向に一定に設定されている。
この素材（５）は、その軸方向の一側部の一部及び他側部の一部がそれぞれ拡径予定部（
６）（６）となされており、詳述すると本実施形態では、この素材（５）の軸方向の一端
部及び他端部がそれぞれ拡径予定部（６）（６）となされている。そして、この素材（５
）の軸方向両側部の拡径予定部（６）（６）がそれぞれ据え込み加工により歯車状に拡径
されることにより、素材（５）の軸方向両側部にそれぞれ歯車部（3a）（3a）が形成され
る。この素材（５）の材質は、金属であり、詳述すると例えばアルミニウム又はアルミニ
ウム合金である。
【００６６】
　なお本発明では、素材（５）の断面形状（横断面形状）は円形状に限定されるものでは
なく、例えば、四角形状等の多角形状であっても良いし、楕円形状であっても良い。また



(9) JP 4382627 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

、素材（５）の材質は、アルミニウム又はアルミニウム合金に限定されるものではなく、
例えば、銅又は銅合金等の金属であっても良いし、プラスチックであっても良い。特に、
本発明に係る鍛造方法及び鍛造装置は、素材（５）の材質がアルミニウム又はアルミニウ
ム合金である場合に適している。
【００６７】
　鍛造装置（１）は、図２に示すように、素材（５）の軸方向両側部の拡径予定部（６）
（６）をそれぞれ据え込み加工により拡径するためのものであり、保持ダイ（10）と、該
保持ダイ（10）の軸方向両側部にそれぞれ設けられた２個の成形凹部（17）（17）と、２
個のガイド（20）（20）と、２個のパンチ（30）（30）と、２個のガイド移動装置（40）
（40）とを備えている。
【００６８】
　保持ダイ（10）は、素材（５）の軸方向中間部を拡径阻止状態に保持するためのもので
ある。この保持ダイ（10）の軸方向中間部には、素材（５）の軸方向中間部が嵌め込まれ
る素材嵌込み孔（12）が設けられている。この素材嵌込み孔（12）は保持ダイ（10）の軸
方向に延びている。この素材嵌込み孔（12）の径は、該素材嵌込み孔（12）に素材（５）
の軸方向中間部を適合状態に（即ちぴったりと）嵌め込み得る寸法に設定されている。そ
して、この素材嵌込み孔（12）に素材（５）の軸方向中間部を嵌め込むことにより、この
保持ダイ（10）は、素材（５）の軸方向中間部を拡径阻止状態に保持するものとなされる
とともに、更に素材（５）の軸方向中間部を座屈阻止状態に保持するものとなされている
。さらに、この保持ダイ（10）は、据え込み加工時において素材（５）が軸方向に移動し
ないように素材（５）を固定し得るものとなされている。また、素材嵌込み孔（12）の長
さは、素材（５）の軸方向両側部の拡径予定部（６）（６）の間の長さと同じに設定され
ている。また、素材嵌込み孔（12）の軸方向中間部のそれぞれの端縁部には、図５に示す
ように、全周に亘って丸く面取り加工が施されており、そのため、該端縁部の断面形状が
丸く形成されている。図５において、（13）は該端縁部に形成された面取り加工部である
。
【００６９】
　２個の成形凹部（17）（17）は、それぞれ素材嵌込み孔（12）の一端及び他端と連通し
て保持ダイ（10）の軸方向両側部に設けられている。各成形凹部（17）は、鍛造品（３）
の歯車部（3a）を形成するためのものである。そのため、各成形凹部（17）の断面形状は
、歯車部（3a）の断面形状に対応する形状に形成されている。したがって、各成形凹部（
17）の周面には、歯車部（3a）の歯部（3b）を形成する複数個の歯部形成用溝部（17b）
が設けられている。
【００７０】
　さらに、この保持ダイ（10）は、素材嵌込み孔（12）と両成形凹部（17）（17）とを縦
断する分割面で複数個に分割されており、即ち分割組立式のもの（分割ダイ）からなる。
本実施形態では、この保持ダイ（10）は上下２個に分割されている。この保持ダイ（10）
を構成する２個のセグメント（11）（11）は、互いに同一形状及び同一寸法である。
【００７１】
　なお本発明では、保持ダイ（10）は２個に分割されたものに限定されるものではなく、
３個に分割されたものであっても良いし、４個に分割されたものであっても良いし、５個
以上に分割されたものであっても良い。すなわち、本発明では、保持ダイ（10）の分割個
数及び分割位置は、鍛造品（３）の形状に応じて様々に設定されるものであり、本実施形
態では、説明の便宜上、保持ダイ（10）として２個に分割されたものが用いられている。
【００７２】
　各ガイド（20）は、素材（12）の対応する拡径予定部（６）が挿通される挿通路（22）
を有している。この各ガイド（20）は、据え込み加工時に、挿通路（22）内に挿通された
拡径予定部（６）の材料を成形凹部（17）内へ案内するためのものである。本実施形態で
は、この挿通路（22）は挿通孔からなる。
【００７３】
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　さらに、各ガイド（20）の挿通路（22）は、ガイド（20）をその軸方向に貫通した状態
に設けられている。この挿通路（22）の径は、該挿通路（22）に素材（５）の拡径予定部
（６）を適合状態に且つ軸方向に摺動自在に挿通し得る寸法に設定されている。さらに、
この挿通路（22）の長さは、素材（５）の拡径予定部（６）の長さと同じに設定されてい
る。このように挿通路（20）の径及び長さが設定されることによって、この挿通路（22）
の挿通路（22）は、該挿通路（22）に素材（５）の拡径予定部（６）を挿通することで該
拡径予定部（６）を座屈阻止状態に保持するものとなされている。
【００７４】
　なお本発明では、挿通路（20）の長さは、素材（５）の拡径予定部（６）の長さよりも
長く設定されていても良い。
【００７５】
　さらに、各ガイド（20）の先端部には、対応する成形凹部（17）内に嵌合される雄型と
しての押さえ型部（25）が設けられている。この押さえ型部（25）は、据え込み加工時に
、成形凹部（17）内に充填された材料を押さえるためのものである。この押さえ型部（25
）の断面形状は、成形凹部（17）の断面形状に対応する形状、即ち成形凹部（17）の断面
形状と同一形状に形成されている。これにより、この押さえ型部（25）は成形凹部（17）
内に適合状態に且つ軸方向に摺動自在に嵌合装填されるものとなされている。一方、こう
して押さえ型部（25）が成形凹部（17）に嵌合されることにより、図４（Ａ）及び図４（
Ｂ）に示すように成形凹部（17）はその開口が押さえ型部（25）で閉塞された閉塞状に形
成されている。
【００７６】
　また、各ガイド（20）の先端面における挿通路（22）側の縁部には、図５に示すように
、全周に亘って丸く面取り加工が施されており、そのため、該縁部の断面形状が丸く形成
されている。図５において、（23）は該縁部に形成された面取り加工部である。
【００７７】
　各パンチ（30）は、素材（５）の対応する拡径予定部（６）を軸方向に押圧（加圧）す
るためのものである。このパンチ（30）は、ガイド（20）の挿通路（22）に適合状態に且
つ軸方向に摺動自在に挿通される。
【００７８】
　さらに、この鍛造装置（１）は、各パンチ（30）に押圧力を付与する押圧装置（図示せ
ず）を備えている。この押圧装置はパンチ（30）に接続されており、流体圧（油圧、ガス
圧等）によってパンチ（30）に押圧力（加圧力）を付与するものとなされている。また、
この押圧装置は、パンチ（30）の移動速度、即ちパンチ（30）による素材（５）の拡径予
定部（６）の押圧速度を制御し得るものとなされている。
【００７９】
　各ガイド移動装置（40）は、対応するガイド（20）に接続されており、該ガイド（20）
を対応するパンチ（30）の移動方向（50）とは反対方向に所定の速度で移動させるための
ものである。この各ガイド移動装置（40）は、流体圧シリンダ（油圧シリンダ、ガス圧シ
リンダ等）によってガイド（20）を移動させ得るものなされている。また、この各ガイド
移動装置（40）は、ガイド（20）の移動速度を制御し得るものとなされている。そして、
この各ガイド移動装置（40）は、ガイド（20）の移動速度を制御することにより、又は／
及びガイド（20）の成形凹部（17）に対する位置を制御することにより、成形凹部（17）
内に充填された材料を押さえ付けるものとなされている。
【００８０】
　なお本発明では、各ガイド移動装置（40）は、バネ力やその他の手段によって成形凹部
（17）内に充填された材料を押さえ付けるものとなされていても良い。
【００８１】
　次に、上記実施形態の鍛造装置（１）を用いた鍛造方法を以下に説明する。
【００８２】
　本実施形態の鍛造装置（１）では、上述したように、成形凹部（17）にガイド（20）の
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押さえ型部（25）が嵌合されることにより、成形凹部（17）が閉塞状に形成される。した
がって、本実施形態の鍛造方法は、自由据え込み鍛造方法や一部拘束据え込み鍛造方法の
範疇に入るものではなく、閉塞据え込み鍛造方法の範疇に入るものである。
【００８３】
　なお、図４（Ａ）、図６（Ａ）、図７（Ａ）及び図８（Ａ）では、説明の便宜上、保持
ダイ（10）を構成する２個のセグメント（11）（11）のうち、上側のセグメント（11）は
図示されていない。
【００８４】
　まず、図２、図３、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、素材（５）の軸方向中間
部を保持ダイ（10）の素材嵌込み孔（12）に嵌め込むとともに、素材（５）の軸方向両側
部の拡径予定部（６）（６）をそれぞれ対応する成形凹部（17）内に挿入した状態に配置
する。これにより、素材（５）の軸方向中間部が保持ダイ（10）により拡径阻止状態に且
つ座屈阻止状態に保持されるとともに、据え込み加工時において素材（５）が軸方向に移
動しないように該素材（５）が保持ダイ（10）により固定される。
【００８５】
　さらに、素材（５）の軸方向両側部における成形凹部（17）（17）内に挿入された拡径
予定部（６）（６）をそれぞれ対応するガイド（20）の挿通路（22）に挿通するとともに
、各ガイド（20）の押さえ型部（25）を対応する形成凹部（17）内に嵌合装填した状態に
配置する。
【００８６】
　そして、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、各ガイド（20）と保持ダイ（10）と
の間、詳述すると、各ガイド（20）の先端面（即ち押さえ型部（25）の先端押さえ面）と
保持ダイ（10）の成形凹部（17）の底面との間に、初期クリアランスＸを設ける。この初
期クリアランスＸの間隔（範囲）は、パンチ（30）の移動開始前の状態、即ちパンチ（30
）による素材（５）の拡径予定部（６）の押圧開始前の状態において、各ガイド（20）と
保持ダイ（10）との間にて露出する素材（５）の露出部（８）の断面積での座屈限界長さ
以下に設定されている。なお本発明では、座屈限界長さは、パンチ押圧力における座屈限
界長さをいう。次いで、素材（５）の各拡径予定部（６）を加熱装置（図示せず）により
加熱する。
【００８７】
　次いで、素材（５）の両拡径予定部（６）（６）をそれぞれ対応するパンチ（30）で軸
方向に同時に押圧することにより各拡径予定部（６）の材料を対応する成形凹部（17）内
に充填しながら、素材（５）の各露出部（８）の長さが該素材（５）の各露出部（８）の
断面積での座屈限界長さ以下になるように両ガイド（20）（20）をそれぞれ対応するパン
チ（30）の移動方向（50）とは反対方向に移動させる。このとき、各パンチ（30）の移動
開始時からガイド（20）の移動開始時までの間にタイムラグを設ける。
【００８８】
　すなわち、パンチ（30）による素材（５）の拡径予定部（６）の押圧を開始する場合に
は、まず両ガイド（20）（20）の位置を固定しておいてから、両パンチ（30）（30）を同
時に移動させて素材（５）の両拡径予定部（６）（６）をそれぞれ対応するパンチ（30）
で同時に押圧する。これにより、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示すように、各拡径予定部
（６）の材料を対応する成形凹部（17）内における初期クリアランスＸの空間に充填する
。
【００８９】
　すると、成形凹部（17）内における材料の充填圧力が増加し、これにより、ガイド（20
）に成形凹部（17）内の材料の背圧が加わるとともに、成形凹部（17）内の材料がガイド
（20）の押さえ型部（25）で押さえ付けられる。
【００９０】
　そして、所定のタイムラグの経過後、継続して素材（５）の両拡径予定部（６）（６）
をそれぞれ対応するパンチ（30）（30）で押圧しながら、各ガイド（20）の押さえ型部（
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25）で成形凹部（17）内の材料を押さえ付けた状態を維持したままで、図７（Ａ）及び図
７（Ｂ）に示すように両ガイド（20）（20）をそれぞれ対応するパンチ（30）の移動方向
（50）とは反対方向にガイド移動装置（40）によって移動させる。このとき、両ガイド（
20）（20）は同時に移動されることが望ましい。同図において、（51）は、ガイド（20）
の移動方向を示している。
【００９１】
　各ガイド（20）の移動を開始するときの、成形凹部（17）内における材料の充填圧力は
、拡径部（７）の形状やガイド（20）の押さえ型部（25）の形状などに応じて適宜設定さ
れる。
【００９２】
　また、各ガイド（20）の移動速度は、拡径部（７）の形状やガイド（20）の押さえ型部
（25）の形状などに応じて適宜制御される。このようにガイド（20）の移動速度を制御す
ることにより、欠肉欠陥等の形状不良が発生しない精密鍛造が可能となる。
【００９３】
　なお本発明では、各パンチ（30）の移動速度は一定であっても良いし、変動するもので
あっても良い。また同じく、各ガイド（20）の移動速度は一定であっても良いし、変動す
るものであっても良い。
【００９４】
　また本発明では、各ガイド（20）の押さえ型部（25）による材料の押付け力が予め設定
した値（例えば一定）になるように各ガイド（20）の移動速度を対応するガイド移動装置
（40）で制御しても良い。また、成形凹部（17）内における材料の充填圧力が予め設定し
た値（例えば一定）になるように各ガイド（20）の移動速度を対応するガイド移動装置（
40）で制御しても良い。
【００９５】
　パンチ（30）及びガイド（20）の移動に伴い、素材（５）の各拡径予定部（６）が徐々
に拡径されていく（図７（Ａ）及び図７（Ｂ）参照。）。そして、図８（Ａ）及び図８（
Ｂ）に示すように、各パンチ（30）の先端がガイド（20）の先端位置に到達したとき、素
材（５）の各拡径予定部（６）が完全に拡径されて所望する歯車状に形成される。
【００９６】
　次いで、素材（５）を保持ダイ（10）から取り出すことにより、図１に示した所望する
鍛造品（３）が得られる。
【００９７】
　而して、本実施形態の鍛造方法によれば、素材（５）の軸方向両側部の拡径予定部（６
）（６）をそれぞれパンチ（30）で軸方向に同時に押圧し各拡径予定部（６）の材料を成
形凹部（17）内に充填することにより、素材（５）の軸方向両側部の拡径予定部（６）（
６）が同時に拡径される。したがって、軸方向両側部にそれぞれ拡径部（７）（歯車部（
3a））が形成された鍛造品（３）を能率良く製作することができ、もって鍛造品（３）の
製造コストを引き下げることができる。
【００９８】
　さらに、このように材料を成形凹部（17）内に充填しながら、両ガイド（20）（20）を
それぞれパンチ（30）の移動方向（50）とは反対方向に移動させることにより、成形凹部
（17）内における材料の流れが分散される。そのため、成形圧力を過大に上昇させなくて
も成形凹部（17）の隅部に材料が充填され、すなわち成形凹部（17）に未充填部が生じる
不具合を防止することができる。したがって、欠肉欠陥等の形状不良の発生を防止するこ
とができ、もって高品質の鍛造品（３）を得ることができる。
【００９９】
　さらに、このように両ガイド（20）（20）をそれぞれパンチ（30）の移動方向（50）と
は反対方向に移動させることにより、成形凹部（17）に加わる負荷が減少する。そのため
、成形凹部（17）の耐用寿命、即ち保持ダイ（10）の耐用寿命を延ばすことができる。
【０１００】
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　さらに、各ガイド（20）の挿通路（22）は、該挿通路（22）に素材（５）の拡径予定部
（６）を挿通することにより該拡径予定部（６）を座屈阻止状態に保持するものとなされ
ていることから、パンチ（30）による素材（５）拡径予定部（６）の押圧時（即ち、据え
込み加工時）に生じることのある素材（５）の拡径予定部（６）の座屈を防止することが
できる。したがって、シワやかぶりきず等の形状不良の発生を防止することができ、もっ
てより高い品質の鍛造品（３）を得ることができる。
【０１０１】
　さらに、各パンチ（30）の移動開始前（即ち、パンチ（30）による素材（５）拡径予定
部（６）の押圧開始前）において、各ガイド（20）と保持ダイ（10）との間に、所定間隔
の初期クリアランスＸが設けられていることから、パンチ（30）の移動開始直後（即ち、
パンチ（30）による素材（５）拡径予定部（６）の押圧開始直後）において各ガイド（20
）と保持ダイ（10）との間の初期クリアランスＸの範囲にて露出する素材（５）の各露出
部（８）が座屈する不具合を防止することができる。更には、ガイド（20）の移動長さ（
ストローク）を短くすることができる。
【０１０２】
　さらに、各パンチ（30）の移動開始時から各ガイド（20）の移動開始時までの間にタイ
ムラグを設けることにより、パンチ（30）の移動開始直後において素材（５）の露出部（
８）の断面積が増大する。そのため、素材（５）の露出部（８）における座屈限界長さを
長くすることができて、座屈を確実に防止することができる。
【０１０３】
　さらに、各ガイド（20）の先端部に所定の押さえ型部（25）が設けられているので、据
え込み加工時に、成形凹部（17）内に充填された材料が押さえ型部（25）で押さえられる
。そのため、成形凹部（17）の隅部に材料を確実に充填することができ、すなわち成形凹
部（17）に未充填部が生じる不具合を確実に防止することができる。したがって、高品質
の鍛造品（３）を確実に得ることができる。
【０１０４】
　しかも、ガイド（20）の押さえ型部（25）を成形凹部（17）内に嵌合することにより、
成形凹部（17）は閉塞状に形成されるため、加工後（鍛造後）においてバリ取り作業を行
う必要がなく、そのため、作業工程を削減することができるし、生産収率を向上させるこ
とができる。
【０１０５】
　さらに、各ガイド（20）の先端面の挿通路（22）側の縁部に面取り加工が施されている
ことにより、このガイド（20）は、加工時において成形凹部（17）内の材料の背圧を効果
的に受け得るようになる。その結果、ガイド（20）を所定方向に移動させるのに要する駆
動力を減少させることができる。そのため、小さな駆動力でガイド（20）を移動させるこ
とでき、ガイド移動装置（40）の小型化を図ることができる。また、保持ダイ（10）の素
材嵌込み孔（12）の端縁部に面取り加工が施されていることにより、鍛造品（３）の軸方
向中間部と拡径部（７）との間の角部に生じることのある応力集中を緩和することができ
る。
【０１０６】
　以上で、本発明の好ましい一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に示
したものに限定されるものではない。
【０１０７】
　例えば、本発明では、素材（５）を加熱した状態で素材（５）の拡径予定部（６）を拡
径しても良いし、素材（５）を加熱しない状態で素材（５）の拡径予定部（６）を拡径し
ても良い。すなわち、本発明に係る鍛造方法は、熱間鍛造方法であっても良いし、冷間鍛
造方法であっても良い。
【０１０８】
　また、鍛造品（３）の軸方向の一側部に形成された拡径部（７）と他側部に形成された
拡径部（７）とは、互いに同一形状であっても良いし、互いに相異する形状であっても良
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いし、互いに同一の大きさであっても良いし、互いに相異する大きさであっても良い。
【０１０９】
　また、本発明では、本発明の鍛造方法により製造される鍛造品（３）は、図９に示すよ
うに、該鍛造品（５）の一側部に拡径部（７）が形成されるとともに該一側部における拡
径部（７）よりも端側の部位に未据え込み加工部（5a）が残存していても良い。あるいは
、図１に示すように、鍛造品（３）は、該鍛造品（３）の一側部に、未据え込み加工部が
残存しないように拡径部（７）が形成されていても良い。
【０１１０】
　前者の鍛造品（３）（即ち、図９に示した鍛造品）によれば、鍛造品（３）の拡径部（
７）等の所定部位を後加工する場合に、未据え込み加工部（5a）をチャック装置でチャッ
クすることができ、そのため、後加工を容易に行うことができるという利点がある。
【０１１１】
　後者の鍛造品（３）（即ち、図１に示した鍛造品）によれば、鍛造品（３）の端部には
未据え込み加工部が残存していないので、この未据え込み加工部について加工を施す必要
がなく、もって工程数を減らすことができるという利点がある。
【０１１２】
　また、本発明に係る鍛造方法により得られる鍛造品（３）は、上記実施形態に示したも
のに限定されるものではなく、例えば、自動車用アーム部材、シャフト部材及びコンロッ
ド部材であっても良いし、コンプレッサ用の双頭ピストンであっても良い。
【０１１３】
　本発明に係る鍛造方法により得られる鍛造品（３）が自動車用アーム部材（例えば、サ
スペンションアーム部材、エンジンマウント部材及びサブフレーム部材）である場合には
、本発明に係る鍛造方法は次のように表される。
【０１１４】
　すなわち、棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径
する自動車用アーム部材の製造方法であって、素材の軸方向中間部を保持ダイで拡径阻止
状態に保持するとともに、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイの軸方向
両側部に設けられた成形凹部内に挿入し、且つ、素材の軸方向両側部における成形凹部内
に挿入された拡径予定部をそれぞれガイドに設けられた挿通路に挿通し、次いで、素材の
軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各拡径予定部の材料
を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方向に移動
させることにより、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを特徴とす
る自動車用アーム部材の製造方法、と表される。
【０１１５】
　この場合において、素材の拡径予定部は、例えば、他の部材と連結される継手部の形成
予定部となる。また、継手部は、例えば、ブッシュが装着されるブッシュ装着部を有して
いる。また、このブッシュ装着部は、例えば筒状のものである。
【０１１６】
　本発明に係る鍛造方法により得られる鍛造品（３）が自動車用シャフト部材（例えばプ
ロペラシャフト部材）である場合には、本発明に係る鍛造方法は次のように表される。
【０１１７】
　すなわち、棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径
する自動車用シャフト部材の製造方法であって、素材の軸方向中間部を保持ダイで拡径阻
止状態に保持するとともに、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイの軸方
向両側部に設けられた成形凹部内に挿入し、且つ、素材の軸方向両側部における成形凹部
内に挿入された拡径予定部をそれぞれガイドに設けられた挿通路に挿通し、次いで、素材
の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各拡径予定部の材
料を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方向に移
動させることにより、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを特徴と
する自動車用シャフト部材の製造方法、と表される。
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【０１１８】
　この場合において、素材の拡径予定部は、例えば、他の部材と連結される継手部の形成
予定部となる。
【０１１９】
　本発明に係る鍛造方法により得られる鍛造品（３）が自動車用コンロッド部材である場
合には、本発明に係る鍛造方法は次のように表される。
【０１２０】
　すなわち、棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径
する自動車用コンロッド部材の製造方法であって、素材の軸方向中間部を保持ダイで拡径
阻止状態に保持するとともに、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイの軸
方向両側部に設けられた成形凹部内に挿入し、且つ、素材の軸方向両側部における成形凹
部内に挿入された拡径予定部をそれぞれガイドに設けられた挿通路に挿通し、次いで、素
材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各拡径予定部の
材料を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方向に
移動させることにより、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを特徴
とする自動車用コンロッド部材の製造方法、と表される。
【０１２１】
　この場合において、素材の拡径予定部は、例えば、他の部材（クランク、ピストン等）
と連結される継手部の形成予定部となる。
【０１２２】
　本発明に係る鍛造方法により得られる鍛造品（３）がコンプレッサ用双頭ピストンであ
る場合には、本発明に係る鍛造方法は次のように表される。
【０１２３】
　すなわち、棒状の素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ据え込み加工により拡径
するコンプレッサ用双頭ピストンの製造方法であって、素材の軸方向中間部を保持ダイで
拡径阻止状態に保持するとともに、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ保持ダイ
の軸方向両側部に設けられた成形凹部内に挿入し、且つ、素材の軸方向両側部における成
形凹部内に挿入された拡径予定部をそれぞれガイドに設けられた挿通路に挿通し、次いで
、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれパンチで軸方向に同時に押圧し各拡径予定
部の材料を成形凹部内に充填しながら、両ガイドをそれぞれパンチの移動方向とは反対方
向に移動させることにより、素材の軸方向両側部の拡径予定部をそれぞれ拡径することを
特徴とするコンプレッサ用双頭ピストンの製造方法、と表される。
【０１２４】
　この場合において、素材の拡径予定部は、例えば、双頭ピストンの頭部（即ちピストン
本体）の形成予定部となる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明に係る鍛造方法及び鍛造装置は、例えば、自動車用アーム部材、シャフト部材、
コンロッド部材及びコンプレッサ用双頭ピストンを製造する場合に好適に用いられる。
【０１２６】
　本発明に係る鍛造品は、例えば、自動車用アーム部材、シャフト部材、コンロッド部材
及びコンプレッサ用双頭ピストンに好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の一実施形態に係る鍛造装置によって製造された鍛造品を示す斜視図であ
る。
【図２】同鍛造装置の分解斜視図である。
【図３】同鍛造装置の斜視図である。
【図４（Ａ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する前の状態を示す斜視図で
ある。
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【図４（Ｂ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する前の状態を示す、図４（
Ａ）に対応する断面図である。
【図５】図４（Ｂ）中のＡ部分の拡大図である。
【図６（Ａ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する途中の状態を示す斜視図
である。
【図６（Ｂ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する途中の状態を示す、図６
（Ａ）に対応する断面図である。
【図７（Ａ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する途中の状態を示す斜視図
である。
【図７（Ｂ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径する途中の状態を示す、図７
（Ａ）に対応する断面図である。
【図８（Ａ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径した後の状態を示す斜視図で
ある。
【図８（Ｂ）】同鍛造装置によって素材の拡径予定部を拡径した後の状態を示す、図８（
Ａ）に対応する断面図である。
【図９】同鍛造装置によって製造された別の鍛造品を示す斜視図である。
【図１０】従来の据え込み加工方法の欠点を説明するための鍛造装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１２８】
１：鍛造装置
３：鍛造品
５：素材
６：拡径予定部
７：拡径部
８：露出部
10：保持ダイ
12：素材嵌込み孔
13：面取り加工部
17：成形凹部
20：ガイド
22：挿通路
23：面取り加工部
25：押さえ型部
30：パンチ
40：ガイド移動装置
50：パンチの移動方向
51：ガイドの移動方向
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