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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧造にて成形される圧造品の成形穴を有するダイスと、
　前記ダイスに対向して配置されるパンチとを備え、
　前記ダイスの成形穴に圧造品の素材を配置し、
　前記パンチのパンチ押圧部により前記素材を押圧して前記圧造品を成形するにあたり、
　前記パンチの内部に、前記パンチ押圧部の弾性変形を積極的に促進し、たわみにより圧
造時の衝撃による応力を分散・吸収させる空間部を形成し、
　前記空間部に、空間を無くすように充填材料を挿入し、
　前記充填材料のヤング率が、前記パンチのヤング率より低いことを特徴とする圧造工具
。
【請求項２】
　前記充填材料は、単一材質あるいは複数の異なる材質の材料であり、
　前記複数の異なる材質の場合は、多層構造とすることを特徴とする請求項１に記載の圧
造工具。
【請求項３】
　前記充填材料は、固形体、または０．１ｍｍ未満の粉体であることを特徴とする請求項
１に記載の圧造工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、例えばねじの頭部などを圧造する際に用いられる圧造工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ねじ、ボルト等の締結部品のねじ切り前の部品は、パンチ（上型）とダイス
（下型）と呼ばれる工具を用いて鍛造などの圧造により製造されている。このパンチには
、圧縮、引張、せん断などの応力が反復作用し、時にはこれらの応力が衝撃的に加わるこ
とがある。加えて、部品の形状・寸法精度に対する要求が年々厳しくなり、また高張力鋼
等の特殊素材の採用も増えていることから、リスクの高い成形条件を余儀なくされ、疲労
破壊により工具寿命が低下するという問題があった。
【０００３】
　そこで、このような問題に対処した従来技術を検討した結果、表面コーティングにより
工具表面に硬質層を形成する方法（特許文献１，２）、また、特殊な熱処理により工具寿
命を向上させる方法（特許文献３，４）を見出すことができた。
【０００４】
　ところが、いずれの方法においても、工具表面硬度の向上を目的としており、通常の工
具製作に加えて特殊処理を施す必要があり、工具製造コストが高騰するという不都合があ
った。
【０００５】
　また、上記以外に、応力集中部を予め分割する方法（特許文献５，６）がある。しかし
、これらの技術も、工具数が複数となり、工具製造コストが高騰するという不都合があっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１１２２２９
【特許文献２】特開２０００－０５４１０８
【特許文献３】特開平０８－３０００６６
【特許文献４】特開平０７－１７３５７２
【特許文献５】特開２００６－２６７０９
【特許文献６】特開２０００－６２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　圧造工具の工具寿命が低下すると、割れたパンチ等の部品を頻繁に交換せざるを得ず、
交換部品にかかるコストの上昇を招き、また圧造機の連続運転ができなくなり、生産効率
が低下する原因にもなっていた。
【０００８】
　このため、出願人は、「鍛造工具の設計方法及び鍛造工具」（特許第４４２８５８１号
）を提案して、鍛造工具のパンチに空間を空けて鍛造品を成形する際に、パンチの内部に
形成した空間部によってパンチ押圧部の微小な弾性変形を積極的に促進し、たわますこと
で鍛造時の衝撃による応力を分散・吸収させることでパンチの疲労破壊を抑制することが
でき耐久性が向上するため、長時間の連続使用を可能としたが、今後、多種多様なねじ圧
造用工具への展開を図り、さらなる圧造工具寿命の向上を目指すことが想定される。
【０００９】
　この発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、安価で簡易な構成で、パンチの
疲労破壊を抑制し、長時間の連続使用を可能とし、さらなる工具寿命の向上、多種多様な
工具への適用を可能とする圧造工具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】
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　前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成した。
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、圧造にて成形される圧造品の成形穴を有するダイスと、
　前記ダイスに対向して配置されるパンチとを備え、
　前記ダイスの成形穴に圧造品の素材を配置し、
　前記パンチのパンチ押圧部により前記素材を押圧して前記圧造品を成形するにあたり、
　前記パンチの内部に、前記パンチ押圧部の弾性変形を積極的に促進し、たわみにより圧
造時の衝撃による応力を分散・吸収させる空間部を形成し、
　前記空間部に、空間を無くすように充填材料を挿入し、
　前記充填材料のヤング率が、前記パンチのヤング率より低いことを特徴とする圧造工具
である。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、前記充填材料は、単一材質あるいは複数の異なる材質の材料
であり、
　前記複数の異なる材質の場合は、多層構造とすることを特徴とする請求項１に記載の圧
造工具である。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、前記充填材料は、固形体、または０．１ｍｍ未満の粉体であ
ることを特徴とする請求項１に記載の圧造工具である。
【発明の効果】
【００２３】
　前記構成により、この発明は、以下のような効果を有する。
【００２４】
　この発明では、パンチのパンチ押圧部により素材を押圧して圧造品を成形するにあたり
、パンチの内部に、パンチ押圧部の微小な弾性変形を積極的に促進し、たわみにより圧造
時の衝撃による応力を分散・吸収させる空間部を形成し、空間部に、空間を無くすように
充填材料を挿入し、充填材料のヤング率が、パンチのヤング率より低いことで、加工回数
が増大しても充填材料によって空間部の内部が断熱層となることがなく放熱し易くなり、
パンチ押圧部の熱軟化により圧造品の寸法にバラツキがなくなり、不良品を発生させる可
能性が低下し、加工精度が向上する。
【００２５】
　また、パンチ押圧部の内部に空けた空間内径が大きすぎると、パンチは空間があること
で剛性が低下し、パンチ全体が半径方向にたわみ、先端が偏芯する可能性があり、このこ
とで偏荷重が作用し、工具寿命が極端に低下する可能性があるが、充填材料を挿入し、充
填材料のヤング率が、パンチのヤング率より低いことで、パンチ剛性を向上させ、剛性低
下と先端の偏芯を回避できる。このように、安価で簡易な構成で、パンチの疲労破壊を抑
制し、長時間の連続使用を可能とし、さらなる工具寿命の向上、多種多様な圧造工具への
適用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】圧造の予備成形に用いる冷間圧造工具の組図を示す図である。
【図２】圧造の主成形に用いる冷間圧造工具の組図を示す図である。
【図３】圧造品を示し、図３（ａ）は平面図、図３（ｂ）は正面図である。
【図４】冷間圧造による予備成形時の有限要素法解析モデルを示す図である。
【図５】冷間圧造による主成形時の有限要素法解析モデルを示す図である。
【図６】冷間圧造後の除荷時の有限要素法解析モデルを示す図である。
【図７】この発明の解析結果（効果）を説明する図である。
【図８】固形体充填材料の充填構造を説明する図である。
【図９】粉体充填材料の他の充填構造を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２７】
　以下、この発明の圧造工具の実施の形態について説明する。この実施の形態はねじの冷
間圧造工具であり、この発明の好ましい形態を示すものであるが、この発明はこれに限定
されない。
【００２８】
　この発明の実施の形態を、図１から図３に基づいて説明する。ねじの冷間圧造は、円柱
素材から中間形状を成形する予備成形と、十字穴を持つ頭部を成形する主成形の２工程か
らなる。
【００２９】
　図１において、予備成形に用いる冷間圧造工具１００は、予備成形にて成形される予備
成形品４０の成形穴１１０ａを有するダイス１１０と、このダイス１１０に対向して配置
されるホルダ１２０と、このホルダ１２０に摺動可能に設けられた予備成形パンチ１２１
を備えている。ダイス１１０の成形穴１１０ａには、予備成形品４０となる円柱素材が配
置され、成形穴１１０ａは、予備成形品４０の頭部を成形する形状である。ダイス１１０
の成形穴１１０ａの下方には、ノックアウトピン１１１が摺動可能に設けられている。
【００３０】
　圧造の予備成形は、ダイス１１０の成形穴１１０ａに予備成形品４０となる円柱素材を
配置し、ダイス１１０の上にホルダ１２０を位置させ、予備成形パンチ１２１を下方へ摺
動して予備成形パンチ１２１の押圧部１２１ａにより円柱素材を押圧して予備成形品４０
を成形する。この圧造の予備成形後に、ホルダ１２０をダイス１１０の上から離すように
移動させ、さらにノックアウトピン１１１を上方へ摺動して成形穴１１０ａから予備成形
品４０を取り出す。
【００３１】
　図２において、主成形に用いる冷間圧造工具１は、主成形にて成形される圧造品６０の
成形穴１０ａを有するダイス１０と、このダイス１０に対向して配置されるパンチ３０と
を備えている。ダイス１０の成形穴１０ａには、図１において予備成形された予備成形品
が配置され、成形穴１０ａは、圧造品４１の頭部を成形する形状である。ダイス１０の成
形穴１０ａの下方には、ノックアウトピン１１が摺動可能に設けられている。パンチ３０
のパンチ押圧部３０ａにより予備成形品を押圧して圧造品４１を成形し、この実施の形態
では、先端面３０ａ１を十字状に突出させ、十字穴付ねじの十字穴を成形する。
【００３２】
　圧造の主成形は、ダイス１０の成形穴１０ａに予備成形品４０を配置し、ダイス１０の
上に対向してパンチ３０を配置し、パンチ３０を作動してパンチ押圧部３０ａにより予備
成形品４０を押圧して圧造品４１を成形する。この圧造の主成形後に、パンチ３０をダイ
ス１０の上から離すように移動させ、さらにノックアウトピン１１を上方へ摺動して成形
穴１０ａから圧造品４１を取り出す。
【００３３】
　圧造品４１は、図３に示すように、ねじ転造される前のねじ部品であり、ねじ転造され
る軸部４１ａと、頭部４１ｂとを有する。パンチ押圧部３０ａの先端面３０ａ１を、軸心
で十字状に突出する形状にすることで、頭部４１ｂに十字穴４１ｂ１が形成される。
【００３４】
　パンチ３０の内部には、冷間圧造の際に、パンチ押圧部３０ａの微小な弾性変形を積極
的に促進し、たわますことで鍛造時の衝撃による応力を分散・吸収させる空間部５０が形
成されている。空間部５０は、円柱型の穴であり、押圧方向において、穴の底の位置が鍛
造時の衝撃による応力が到達する領域内であり、鍛造時に圧壊しない位置に形成されてい
る。また、空間部５０の押圧方向に対して直交方向の断面積Ｓ１は、圧造品４１の押圧方
向に対して直交方向の断面積Ｓ２より大きく形成されている。この空間部５０を形成する
円柱型の穴は、底の形状が、穴の軸心に対して直交する平面で、隅が角である。
【００３５】
　この空間部５０には、空間部５０に形成される空間を無くすように充填材料５１を挿入



(5) JP 4601017 B1 2010.12.22

10

20

30

40

50

した構成である。
【００３６】
　この主成形に用いる冷間圧造工具１では、図２に示すように、パンチ３０を摺動してパ
ンチ押圧部３０ａにより予備成形品４０を押圧し塑性加工し、十字穴４１ｂ１を有する圧
造品４１を冷間圧造する。この圧造品４１を成形する際に、パンチ押圧部３０ａの内部に
形成した空間部５０によってパンチ押圧部３０ａの弾性変形を積極的に促進し、たわます
ことで、パンチ押圧部３０ａにかかる鍛造時の衝撃による応力を分散・吸収させることが
できる。
【００３７】
　また、空間部５０に、空間を無くすように充填材料５１を挿入したことで、加工回数が
増大しても充填材料５１によって空間部５０の内部が断熱層となることがなく放熱し易く
なり、パンチ押圧部３０ａの熱軟化により圧造品４１の寸法にバラツキがなくなり、不良
品を発生させる可能性が低下し、加工精度が向上する。
【００３８】
　また、パンチ押圧部３０ａの内部に空けた空間内径が大きすぎると、パンチ３０は空間
があることで剛性が低下し、充填材料を挿入しないで冷間圧造工具１へパンチを挿入した
時に、ねじによる１点押圧のためパンチ全体が半径方向にたわみ、先端が偏芯する可能性
があり、このことで偏荷重が作用し、工具寿命が極端に低下する可能性があるが、充填材
料５１を挿入したことで、パンチ剛性を向上させ、剛性低下と先端の偏芯を回避できる。
このように、安価で簡易な構成で、パンチ押圧部３０ａに生じる破壊を抑制することがで
き耐久性が向上するため、パンチ３０、ダイス１０の長時間の連続使用が可能となり、さ
らなる工具寿命の向上、多種多様な工具への適用を可能となる。
【００３９】
　次に、パンチ内部の空間部５０に充填材料５１を挿入した効果について、図４乃至図７
の有限要素法による数値解析例に基づいて説明する。有限要素法による圧造の解析は、図
４の予備成形の解析モデルと、図５の主成形の解析モデルとの連続工程とし、予備成形解
析で得られた結果を主成形解析の素材データとすることで、精度の高い解析を行った。
【００４０】
　図４は冷間圧造による予備成形時の有限要素法解析モデルを示し、ダイスに素材を配置
し、ホルダ内を摺動するパンチで素材を押圧する解析を実施した。予備成形前の円柱素材
を予備成形後は、頭部の予備つぶしの円柱素材とした。
【００４１】
　図５は冷間圧造による主成形時の有限要素法解析モデルを示し、パンチは、弾性体とし
、解析のために３０，０００要素に分割した。このパンチは、超硬合金であり、ヤング率
５４００００ＭＰａ、ポアソン比０．２２である。素材は、剛塑性体とし、解析のために
２０，０００要素に分割した。主成形前の頭部の予備つぶしの円柱素材を主成形後は、十
字穴付頭部のつぶしの円柱素材とした。
【００４２】
　図６は冷間圧造後の除荷時の有限要素法解析モデルを示し、ラムによってパンチを押し
、パンチによって図５の圧造品である素材を押圧し、加工後、ダイスを固定し、パンチを
上に引き抜くときにパンチの疲労破壊の要因となる引っ張り応力が発生し、この現象をモ
デル化した。この主成形を対象とした圧造解析では、図４の予備成形の解析における素材
の加工硬化の影響を考慮している。パンチは解析のために３０，０００要素に分割した。
図６（ａ）のパンチは、空間を設けない従来型のものを用い、高速度鋼である。図６（ｂ
）のパンチは、空間部を有する高速度鋼であり、この空間部に充填材料として銅を挿入し
た実施の形態を用い、高速度鋼と銅とはヤング率が異なる。この実施の形態では、パンチ
の空間部が、内径６ｍｍ、底厚８ｍｍで形成される空間を有し、この空間部に銅を挿入し
た。
【００４３】
　図７は主成形の解析結果（効果）を示し、図７（ａ）は図６（ａ）の空間を設けない従
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来型のパンチ押圧部の先端部分の最大主応力分布を示す縦断面図であり、図７（ｂ）は図
６（ｂ）のパンチの空間部が、内径６ｍｍ、底厚８ｍｍで形成される空間を有し、この空
間部に銅を挿入した実施の形態のパンチ押圧部の先端部分の最大主応力分布を示す縦断面
図である。
【００４４】
　パンチ押圧部の周縁よりも軸心で十字状に突出する先端面によって圧造品に十字穴が成
形され、解析によるパンチの応力は、図７（ｃ）に示すように、応力レンジ－３００～１
２００（ＭＰａ）とし、図に示す６段階に分け表示している。すなわち、パンチ押圧部の
応力は、十字状に突出する先端面に対応する部分から円弧状に応力が分布し、十字状に突
出する先端面に対応する部分が、６段階目の９５０～１２００（ＭＰａ）であり、応力が
最も大きくなっている。この応力が最も大きくなっている部分において、パンチ押圧部に
非常に大きな面圧が生じ、パンチ押圧部における疲労破壊の要因となる。
【００４５】
　図７（ａ）の空間を設けない従来型のパンチ押圧部の先端部分の最大主応力分布では、
６段階目の９５０～１２００（ＭＰａ）の領域が大きいが、図７（ｂ）のパンチの空間部
が、内径６ｍｍ、底厚８ｍｍで形成される空間を有し、この空間部に銅を挿入した実施の
形態のパンチ押圧部の先端部分の最大主応力分布では、６段階目の９５０～１２００（Ｍ
Ｐａ）の領域が極端に小さくなっている。
【００４６】
　この発明の実施例では、パンチ押圧部の先端面を、周縁よりも軸心で突出する形状にし
、この実施の形態で、パンチを摺動してパンチ押圧部により素材を押圧して圧造品を成形
する際に、図７（ｂ）に示すように、パンチの内部に空間部を設け、この空間部に銅を挿
入したことで衝撃による応力を分散・吸収することができた。
【００４７】
　このように、パンチのパンチ押圧部により素材を押圧して圧造品を成形するにあたり、
パンチの内部に、パンチ押圧部の弾性変形を積極的に促進し、たわみにより圧造時の衝撃
による応力を分散・吸収させる空間部を形成し、空間部に、空間を無くすように充填材料
を挿入したことで、加工回数が増大しても充填材料によって空間部の内部が断熱層となる
ことがなく放熱し易くなり、パンチ押圧部の熱軟化により圧造品の寸法にバラツキがなく
なり、不良品を発生させる可能性が低下し、加工精度が向上する。
【００４８】
　また、パンチ押圧部の内部に空けた空間内径が大きすぎると、パンチは空間があること
で剛性が低下し、充填材料を挿入しないで圧造機械へパンチを挿入した時に、ねじによる
１点押圧のためパンチ全体が半径方向にたわみ、先端が偏芯する可能性があり、このこと
で偏荷重が作用し、工具寿命が極端に低下する可能性があるが、充填材料を挿入したこと
で、パンチ剛性を向上させ、剛性低下と先端の偏芯を回避できる。このように、安価で簡
易な構成で、パンチの疲労破壊を抑制し、長時間の連続使用を可能とし、さらなる工具寿
命の向上、多種多様な工具への適用を可能となる。
【００４９】
　充填材料は、単一材質あるいは複数の異なる材質の材料であり、複数の異なる材質の場
合は、多層構造とすることができる。充填材料としては、銅を用いたが、金属材料でも非
金属材料として、例えば樹脂、ゴム、液体などでも良い。金属材料では、具体的な材料と
しては、入手しやすく、安価なものとして、炭素鋼、銅、真鍮、アルミニウム、マグネシ
ウム合金などを用いることができ、銅の場合、特に、伝熱性に優れ、放熱効果があり好ま
しい。
【００５０】
　図８（ａ）は、充填材料が単一材質からなる材料である場合を示し、図８（ｂ）は、充
填材料が複数の異なる材質の材料であり、複数の異なる材質の場合は、多層構造とするこ
とを示す。多層構造とする場合は、複数の異なる材料を積層する。図８（ａ）の構造では
、パンチ材料よりヤング率の低い材料を用いることでパンチ押圧部の微小なたわみを生じ
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させることは可能であり、図８（ｂ）の構造では、材料の伝熱性などを考慮してパンチ材
料と同等かそれより良い熱伝導性の良い材料を任意に組み合わせて用いることができる。
【００５１】
　充填材料は、固形体、または粉体でもよい。固形体としては、空間部に挿入可能な連続
体の棒状物であり、粉体としては、銅粉末、アルミニウム粉末、超硬を焼き固める前の粉
末などを用いることができる。粉末としては、例えば直径が数～数十ミクロン程度のいわ
ゆる粉体であり、粉体であれば異種材料の粉体でもよい。粉体の場合、図９に示すように
、見た目に空間を完全に充満したとしても、隣接する粉体同士は密着しているのみで，一
体ではなく、必ず微小な空間が存在し、その空間があればこそ，粉体がわずかに移動可能
となり、微小なたわみを生じさせることが可能となる。
【００５２】
　充填材料が固形体である場合は、固形体のヤング率が、パンチのヤング率より低いこと
が好ましい。すなわち、パンチの工具寿命を伸長させるためには、パンチ押圧部に微小な
たわみを生じることで衝撃応力を吸収・分散させる必要があるからである。充填材料が固
形体である場合は、ヤング率は、銅（１２０ＧＰａ）、黄銅（１１０ＧＰａ）、アルミニ
ウム合金（７０ＧＰａ）、炭素鋼（２１０ＧＰａ）、超硬（６００ＧＰａ）、ゴム（０．
１ＧＰａ）、樹脂（３ＧＰａ）、木材（８ＧＰａ）などである。充填材料は、挿入可能な
材料であればよく、ヤング率の数値としては、０．１～６００ＧＰａの範囲が好ましく、
パンチの材料のヤング率は、例えば２３０ＧＰａなどを用いることができる。
【００５３】
　充填材料が固形体である場合は、固形体の種類と空間部の形状を変化させてパンチ押圧
部のたわみ量を制御することができる。空間部の空間に粉体の材料を挿入する場合、ヤン
グ率の大小は問わない。すなわち、粉体であるため粒子同士が移動することでたわみを吸
収できるからである。
【００５４】
　充填材料の熱伝導率は、パンチの熱伝導率と同等あるいはそれ以上であることが好まし
い。すなわち、パンチの熱軟化による加工品寸法のバラツキが少ない安定的生産を達成で
きる。また、パンチの空間部に充填材料を挿入する際、空間のみの場合の断熱層を排除し
パンチの剛性を向上させる観点から、空間を完全に無くすように挿入する。こうすること
で、パンチの圧造工具を圧造装置にチャック（ねじ締めによる１点押圧）時の工具剛性低
下と工具先端の偏芯を回避できる。
【００５５】
　このように、圧造工具の設計は、圧造にて成形される圧造品の成形穴を有するダイスと
、ダイスに対向して配置されるパンチとを備え、ダイスの成形穴に圧造品の素材を配置し
、パンチのパンチ押圧部により素材を押圧して圧造品を成形する圧造工具の設計し、パン
チの内部に、パンチ押圧部の微小な弾性変形を積極的に促進し、たわみにより圧造時の衝
撃による応力を分散・吸収させる空間部を形成し、空間部に、空間を無くすように充填材
料を挿入し、圧造後の除荷時のパンチ疲労破壊点の応力値を、最大主応力値で評価し、圧
造後の除荷時のパンチ疲労破壊点での最大主応力値を、空間部を設けない圧造工具のパン
チ疲労破壊点の最大主応力値より小さく設定する。そして、最大主応力値で評価する応力
値は、数値解析あるいは塑性加工用のモデル材料を用いたモデル実験により定量化する。
【００５６】
　また、特に、十字穴付ねじの十字穴を成形する際に、パンチ押圧部の先端面に集中する
衝撃による応力を分散させて低下することができる。この解析では、圧造品を成形後、除
荷する例として、十字穴付ねじの十字穴を成形する場合について説明したが、これに限定
されず種々の圧造品を成形する例についても同様な解析で証明することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　この発明は、鍛造などの圧造する際に用いられる圧造工具に適用可能であり、安価で簡
易な構成で、パンチの疲労破壊を抑制し、長時間の連続使用を可能とし、さらなる工具寿
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【符号の説明】
【００５８】
　１　冷間圧造工具
　１０　ダイス
　１０ａ　成形穴
　３０　パンチ
　３０ａ　　パンチ押圧部
　３０ａ１　パンチ押圧部３０ａの先端面
　４０　予備成形品
　４１　圧造品
　
【要約】　　　（修正有）
【課題】安価で簡易な構成で、パンチの疲労破壊を抑制し、長時間の連続使用を可能とし
、多種多様な圧造工具への適用とさらなる工具寿命の向上を可能とする。
【解決手段】圧造工具１は、圧造にて成形される圧造品の成形穴１０ａを有するダイス１
０と、ダイス１０に対向して配置されるパンチ３０と、を備え、ダイス１０の成形穴１０
ａに圧造品の素材を配置し、パンチ３０のパンチ押圧部３０ａにより素材を押圧して圧造
品４１を成形するにあたり、パンチ３０の内部に、パンチ押圧部３０ａの弾性変形を積極
的に促進し、たわみにより圧造時の衝撃による応力を分散・吸収させる空間部５０を形成
し、空間部５０に、空間を無くすように充填材料５１を挿入した。
【選択図】図２
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