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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発熱体上に少なくとも高熱伝導性金属層及び前記高熱伝導性金属層に比較して熱伝導度
の小さい材料で形成された層が積層され、上面にキャビティー面が形成された複合層を備
え、
前記キャビティー面上の全域又は任意の領域を急速に所定温度に成さしめるべく、前記
高熱伝導性金属層及び／又は熱伝導度の小さい材料で形成された層の厚さが場所に応じて
異なる厚さに設定されており、
前記発熱体、前記発熱体上に積層された前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び
前記高熱伝導性金属層を含む複数の金属層、前記複数金属層中における各金属層間の境界
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部、又は前記発熱体と前記複数金属層との境界部のうち、少なくとも一つに冷却媒体の流
路が設けられていることを特徴とする樹脂成形用金型。
【請求項２】
前記冷却媒体の流路が、キャビティー面を急速かつ均一に冷却可能に前記キャビティー
面の近傍に立体的に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の樹脂成形用金型。
【請求項３】
前記高熱伝導性金属層が、純銅、銅合金、純アルミニウム、アルミニウム合金から選択
される材種により形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の樹脂成
形用金型。
【請求項４】
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電磁誘導加熱式の樹脂成形用金型であり、
前記発熱体が磁性金属層であり、前記磁性金属層中又は前記磁性金属層の反複合層側に
インダクタを備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の樹脂
成形用金型。
【請求項５】
前記熱伝導度の小さい材料で形成された層が高硬度金属層からなり、該高硬度金属層の
上面に前記キャビティー面が形成され、該高硬度金属層、前記高熱伝導性金属層、前記磁
性金属層の順にそれぞれ冶金接合されていることを特徴とする請求項４に記載の樹脂成形
用金型。
【請求項６】
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前記インダクタが同一平面上に設けられていることを特徴とする請求項４又は請求項５
に記載の樹脂成形用金型。
【請求項７】
さらに非磁性材料及び／又は低熱伝導性材料で形成された層を有し、
前記インダクタは、前記磁性金属層と該非磁性材料及び／又は低熱伝導性材料で形成さ
れた層とで挟まれ、かつこれらで囲まれていることを特徴とする請求項４から請求項６の
いずれか一項に記載の樹脂成形用金型。
【請求項８】
前記磁性金属層が、純鉄、鉄鋼、純ニッケル、ニッケル合金から選択される材種により
形成されていることを特徴とする請求項４から請求項７のいずれか一項に記載の樹脂成形
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用金型。
【請求項９】
前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び／又は前記高熱伝導性金属層が、所定の
形状に加工された複数枚の板を積層し、該積層体を拡散接合することにより形成されてい
ることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の樹脂成形用金型。
【請求項１０】
少なくとも前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが拡散
接合又はろう付けにより接合され、又は前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び／
又は前記高熱伝導性金属層が電気めっき法により形成されていることを特徴とする請求項
１から請求項８のいずれか一項に記載の樹脂成形用金型。
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【請求項１１】
前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが拡散接合又はろ
う付けにより接合され、又は前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び／又は前記高
熱伝導性金属層が電気めっき法により形成され、
前記磁性金属層と前記高熱伝導性金属層とが拡散接合又はろう付けにより接合され、又
は前記磁性金属層が電気めっき法により形成されていることを特徴とする請求項４から請
求項８のいずれか一項に記載の樹脂成形用金型。
【請求項１２】
同一高さに異種材料である前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性
金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、
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積層方向に圧力を加えて拡散接合することにより製作する場合において、
所定の組み合わせと順序で積層された熱伝導度の小さい材料の板と高熱伝導性金属板と
からなる積層体に生じる加熱時の熱ひずみ、及び加圧により生じる積層方向に対して直交
方向のひずみを外形部において拘束することによって、積層方向に対して平行な異材界面
にも接合圧力を生じせしめ、拡散接合を行うことを特徴とする請求項１から請求項８のい
ずれか一項に記載の樹脂成形用金型の製造方法。
【請求項１３】
同一高さに異種材料である前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性
金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、
積層方向に圧力を加えて拡散接合することにより製作する場合において、
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所定の組み合わせと順序で積層された熱伝導度の小さい材料の板と高熱伝導性金属板と
からなる積層体の外側を囲むように、前記熱伝導度の小さい材料の板及び前記高熱伝導性
金属板よりも線膨張係数の小さい材料で製作された外枠材を設置し、前記積層体と前記外
枠材との間にくさび形状をした少なくとも一対の板材を挟んで加熱することにより、加熱
時における前記外枠材、前記熱伝導度の小さい材料の板、前記高熱伝導性金属板及び前記
くさび形板材のそれぞれの熱膨張差を利用して外力を負荷することなく積層方向に対して
平行な異材界面の拡散接合を行うことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項
に記載の樹脂成形用金型の製造方法。
【請求項１４】
同一高さに異種材料である前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性
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金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、
積層方向に圧力を加えて拡散接合することにより製作する場合において、
前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び前記高熱伝導性金属層をそれぞれ、所定
の厚さと輪郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、外周を拘束した状態で積層方向に
荷重を加え拡散接合し製作し、拡散接合した前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及
び前記高熱伝導性金属層を積層し、又は拡散接合した前記熱伝導度の小さい材料で形成さ
れた層と前記高熱伝導性金属層との接合面を形状加工した後に積層し、外周を拘束した状
態で積層方向に荷重を加え拡散接合することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれ
か一項に記載の樹脂成形用金型の製造方法。
【請求項１５】
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同一高さに異種材料である前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性
金属層とが混在する領域を、積層方向に圧力を加えて拡散接合することにより製作する場
合において、
前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び前記高熱伝導性金属層を積層し、該積層
体に生じる加熱時の熱ひずみ、及び加圧により生じる積層方向に対して直交方向のひずみ
を外形部において拘束することによって、積層方向に対して平行な異材界面にも接合圧力
を生じせしめ、拡散接合を行うことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に
記載の樹脂成形用金型の製造方法。
【請求項１６】
請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の樹脂成形用金型を利用して、樹脂成形
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品を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、キャビティー面上の温度均一性、温度制御性及び加熱冷却時間の短縮化に優
れた樹脂成形用金型及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
樹脂成形、すなわち、プラスチックや繊維強化プラスチック部品を対象とした射出成形
及びプレス成形においては、成形時間短縮のために金型の加熱冷却の高速化が強く求めら
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れており、金型の高速加熱の一手法として、近年高周波電磁誘導加熱を利用した技術が多
数提案されている。
【０００３】
例えば、特許文献１のように、上金型及び下金型を囲むようにインダクタを配置し、該
インダクタに高周波電流を印加することによって、キャビティー面のある金型表面部にう
ず電流を発生させ、それにより生じるジュール熱によりキャビティー面を加熱する技術が
開示されている。この方法を用いれば、成形時の直接の作用面ではない金型内部までを加
熱する必要がないため、成形に必要なキャビティー面近傍のみを高速かつ効率的に加熱で
きる。
【０００４】
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また、同様の電磁誘導加熱式金型において、冷却工程の高速化を主目的として、キャビ
ティー面の直下に熱伝導性に優れる銅やアルミニウムなどの高熱伝導性金属層を設けるこ
とにより、冷却時の熱交換を促進して冷却時間を短縮し、加熱と冷却の両面で高速化を図
る方法が提案されている。（例えば特許文献２参照）
【０００５】
このように、電磁誘導加熱方式は成形時間の短縮に有効であるが、一方で被加熱面にお
いて均一なうず電流場を生成することが難しいため、被加熱面では均一な加熱ができず、
結果としてキャビティー面上では顕著な温度むらが生じることが知られている。このよう
な温度むらの発生によって、樹脂充填の不良や、そりや割れの発生などの各種成形不良が
生じやすい。
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【０００６】
そこで、キャビティー面を直接加熱するのではなく、まずキャビティー面から少し離れ
た金型内部の一領域を加熱し、該発熱部からの熱伝導によってキャビティー面を加熱する
手法が提案されている。例えば、特許文献３では、金型の内部にインダクタを設置し、イ
ンダクタ近傍における金型の一部を加熱して、その熱伝導によりキャビティー面を昇温す
る手法が開示されている。これにより、金型内部の発熱部においては温度が不均一である
ものの、キャビティー面までの熱伝導過程において熱拡散を伴うため、キャビティー面を
直接加熱する特許文献１や特許文献２の手法と比較して、キャビティー面上の温度分布を
軽減できる利点がある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００７−５３５７８６号公報
【特許文献２】特開平８−３９５７１号公報
【特許文献３】特表２００８−５４６５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
特許文献３のように熱伝導により間接的にキャビティー面を加熱するインダクタ内装型
電磁誘導加熱式金型の場合、キャビティー面を直接加熱する方法に比べて、熱伝導を伴う
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分だけ加熱時間が長く、エネルギー効率も悪化するなど、電磁誘導加熱方式の長所が十分
得られない。熱伝導時間短縮のためには、インダクタをキャビティー面のできるだけ近傍
に設置し、内部の発熱部からキャビティー面までの距離、すなわち、熱伝導距離を短縮す
ればよいが、その場合には熱拡散が不十分となり、キャビティー面の温度不均一が解消さ
れにくい。さらに、キャビティー面形状に対応させたインダクタの配置によってキャビテ
ィー面上温度の均一化を図る特許文献３の場合、キャビティー面が緻密で高低差の大きい
複雑な凹凸形状である場合には、インダクタの取り回しが困難であるために金型内におけ
る熱伝導距離のばらつきが大きくなり、キャビティー面温度の不均一が増加しやすいとい
う問題が生じる。このように、キャビティー面の加熱時間短縮と温度均一化の両立が求め
られている。
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【０００９】
本発明の目的は、急速に、かつ温度分布が生じないようにキャビティー面を加熱可能な
、またキャビティー面上の任意の領域を所定温度に制御することも可能な樹脂成形用金型
、及びその金型の好適な製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、発熱体上に少なくとも高熱伝導性金属層及び前記高熱伝導性金属層に比較し
て熱伝導度の小さい材料で形成された層が積層され、上面にキャビティー面が形成された
複合層を備え、前記キャビティー面上の全域又は任意の領域を急速に所定温度に成さしめ
るべく、前記高熱伝導性金属層及び／又は熱伝導度の小さい材料で形成された層の厚さが
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場所に応じて異なる厚さに設定されており、前記発熱体、前記発熱体上に積層された前記
熱伝導度の小さい材料で形成された層及び前記高熱伝導性金属層を含む複数の金属層、前
記複数金属層中における各金属層間の境界部、又は前記発熱体と前記複数金属層との境界
部のうち、少なくとも一つに冷却媒体の流路が設けられていることを特徴とする樹脂成形
用金型である。
本発明の樹脂成形用金型は、発熱体上に少なくとも熱伝導度の異なる材料で形成された
２種の層が積層された複合層を有し、この熱伝導度の異なる材料で形成された層の厚さを
場所に応じて変えることでキャビティー面上の温度を制御するので、凹凸が大きい複雑な
キャビティー面形状の場合及び／又は発熱体の温度が場所によって異なる場合であっても
、キャビティー面上に温度分布が生じないように加熱することができる。またキャビティ
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ー面上の任意の領域を所定温度に制御することも可能であり、これらを急速に行うことが
できる。
【００１１】
本発明の樹脂成形用金型が電磁誘導加熱式の樹脂成形用金型の場合、発熱体は、磁性金
属層であり、通常、該磁性金属層の上に高熱伝導性金属層及び熱伝導度の小さい材料で形
成された層が積層され樹脂成形用金型が形成され、発熱体にパイプヒータ、電熱ヒータ等
を使用する場合、該発熱体は、高熱伝導性金属層内、あるいは高熱伝導性金属層の下に積
層された金属層内に埋設され、高熱伝導性金属層の上部に熱伝導度の小さい材料で形成さ
れた層が積層されることが多い。さらに発熱体に加熱蒸気、熱媒、温水などの加熱媒体を
使用する場合、加熱媒体を流通させるための流路を穿設した金属層を準備し、該金属層の
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上に高熱伝導性金属層及び熱伝導度の小さい材料で形成された層を積層し、あるいは高熱
伝導性金属層に加熱媒体を流通させるための流路を穿設し、該高熱伝導性金属層の上に熱
伝導度の小さい材料で形成された層を積層し樹脂成形用金型が形成される場合が多い。こ
のような樹脂成形用金型の場合、磁性金属層、高熱伝導性金属層、熱伝導度の小さい材料
で形成された層、さらにはパイプヒータ、電熱ヒータ等を埋設あるいは加熱媒体を流通さ
せるための流路を穿設した金属層、又はこれら金属層の境界部に冷却媒体の流路（冷却流
路）を設けることができるが、特に冷却流路を高熱伝導性金属層に配置することでキャビ
ティー面を均一に冷却することができる。また発熱体に加熱蒸気、熱媒、温水などの加熱
媒体を使用する場合、加熱媒体を流通させるための流路を冷却媒体の流路として使用して
もよい。

30

【００１２】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記冷却媒体の流路が、キャビティー面を急速
かつ均一に冷却可能に前記キャビティー面の近傍に立体的に配置されていることを特徴と
する。
本発明の樹脂成形用金型は、冷却媒体の流路がキャビティー面近傍に立体的に配置され
ているので、キャビティー面を急速かつ均一に冷却することができる。
【００１３】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記高熱伝導性金属層が、純銅、銅合金、純ア
ルミニウム、アルミニウム合金から選択される材種により形成されていることを特徴とす
る。
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本発明の樹脂成形用金型において、高熱伝導性金属層として、熱伝導性及び熱拡散率に
優れる純銅、銅合金、純アルミニウム、アルミニウム合金を好適に使用することができる
。
【００１４】
また本発明の樹脂成形用金型は、電磁誘導加熱式の樹脂成形用金型であり、前記発熱体
が磁性金属層であり、前記磁性金属層中又は前記磁性金属層の反複合層側にインダクタを
備えることを特徴とする。
本発明の樹脂成形用金型は、磁性金属層上に少なくとも熱伝導度の異なる材料で形成さ
れた２種の層が積層された複合層を有し、この熱伝導度の異なる材料で形成された層の厚
さを場所に応じて変えることでキャビティー面上の温度を制御するので、従来の電磁誘導
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加熱式金型の短所であるキャビティー面上に発生する温度不均一の問題を解決するととも
に、電磁誘導加熱式金型の加熱時間の短縮という長所を最大限活用することができる。
【００１５】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記熱伝導度の小さい材料で形成された層が高
硬度金属層からなり、該高硬度金属層の上面に前記キャビティー面が形成され、該高硬度
金属層、前記高熱伝導性金属層、前記磁性金属層の順にそれぞれ冶金接合されていること
を特徴とする。
本発明の樹脂成形用金型は、各金属層が冶金接合されているので、熱伝達に優れ、また
強度的にも優れる。
【００１６】
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また本発明の樹脂成形用金型において、前記インダクタが同一平面上に設けられている
ことを特徴とする。
一般的に電磁誘導加熱式金型の場合、磁性金属層において均一なうず電流場を生成する
ことが難しいため、キャビティー面上に温度分布が生じる。このため従来、キャビティー
面の位置に応じてインダクタの位置を変えることもなされているが、キャビティー面の形
状が複雑な場合及び／又は樹脂成形品が小さい場合には、インダクタの取り回しも限定さ
れ、キャビティー面上を均一に、又は任意の場所を任意の温度に加熱することはできない
。これに対して、本発明の樹脂成形用金型は、磁性金属層上に少なくとも熱伝導度の異な
る材料で形成された２種の層が積層された複合層を有し、この熱伝導度の異なる材料で形
成された層の厚さを場所に応じて変えることでキャビティー面上の温度を制御するので、
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インダクタを同一平面上に配置することが可能であり、結果、金型の設計自由度が増し、
製作も容易となる。
【００１７】
また本発明の樹脂成形用金型は、さらに非磁性材料及び／又は低熱伝導性材料で形成さ
れた層を有し、前記インダクタは、前記磁性金属層と該非磁性材料及び／又は低熱伝導性
材料で形成された層とで挟まれ、かつこれらで囲まれていることを特徴とする。
本発明の電磁誘導加熱式の樹脂成形用金型において、インダクタは、磁性金属層と非磁
性材料及び／又は低熱伝導性材料で形成された層とで挟まれ、かつこれらで囲まれている
ので、うず電流が磁性金属層に集中して生じ、発生した熱を損失することなくキャビティ
ー面側へ移動させることができる。非磁性材料又は低熱伝導性材料には、非磁性ステンレ
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ス鋼又はセラミックプレートなどを用いるのが好ましい。
【００１８】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記磁性金属層が、純鉄、鉄鋼、純ニッケル、
ニッケル合金から選択される材種により形成されていることを特徴とする。
【００１９】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び
／又は前記高熱伝導性金属層が、所定の形状に加工された複数枚の板を積層し、該積層体
を拡散接合することにより形成されていることを特徴とする。
本発明の樹脂成形用金型は、キャビティー面上を急速に所定温度にすべく、熱伝導度の
小さい材料で形成された層及び高熱伝導性金属層の厚さが、それぞれ場所に応じて適正に
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設定されるので、熱伝導度の小さい材料で形成された層及び高熱伝導性金属層が複雑な形
状となり易いが、これらの製作に板を積層、接合する積層接合法を採用することで所望の
金型を得ることができる。積層金型で用いられる複数枚の板を積層、接合してなる積層接
合法は、積層、接合する１枚１枚の板の形状が比較的単純なため、金型内部で熱伝導度の
小さい材料で形成された層及び／又は高熱伝導性金属層の厚さが変化する金型であっても
対応が容易であり、接合に拡散接合法を用いることで接合を確実に行うことができる。
【００２０】
また本発明の樹脂成形用金型において、少なくとも前記熱伝導度の小さい材料で形成さ
れた層と前記高熱伝導性金属層とが拡散接合又はろう付けにより接合され、又は前記熱伝
導度の小さい材料で形成された層及び／又は前記高熱伝導性金属層が電気めっき法により
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形成されていることを特徴とする。
【００２１】
また本発明の樹脂成形用金型において、前記熱伝導度の小さい材料で形成された層と前
記高熱伝導性金属層とが拡散接合又はろう付けにより接合され又は、前記熱伝導度の小さ
い材料で形成された層及び／又は前記高熱伝導性金属層が電気めっき法により形成され、
前記磁性金属層と前記高熱伝導性金属層とが拡散接合又はろう付けにより接合され、又は
前記磁性金属層が電気めっき法により形成されていることを特徴とする。
【００２２】
また本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、同一高さに異種材料である前記熱伝導度の
小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪
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郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、積層方向に圧力を加えて拡散接合することに
より製作する場合において、所定の組み合わせと順序で積層された熱伝導度の小さい材料
の板と高熱伝導性金属板とからなる積層体に生じる加熱時の熱ひずみ、及び加圧により生
じる積層方向に対して直交方向のひずみを外形部において拘束することによって、積層方
向に対して平行な異材界面にも接合圧力を生じせしめ、拡散接合を行うことを特徴とする
。
【００２３】
また本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、同一高さに異種材料である前記熱伝導度の
小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪
郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、積層方向に圧力を加えて拡散接合することに
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より製作する場合において、所定の組み合わせと順序で積層された熱伝導度の小さい材料
の板と高熱伝導性金属板とからなる積層体の外側を囲むように、前記熱伝導度の小さい材
料の板及び前記高熱伝導性金属板よりも線膨張係数の小さい材料で製作された外枠材を設
置し、前記積層体と前記外枠材との間にくさび形状をした少なくとも一対の板材を挟んで
加熱することにより、加熱時における前記外枠材、前記熱伝導度の小さい材料の板、前記
高熱伝導性金属板及び前記くさび形板材のそれぞれの熱膨張差を利用して外力を負荷する
ことなく積層方向に対して平行な異材界面の拡散接合を行うことを特徴とする。
【００２４】
本発明の樹脂成形用金型では、熱伝導度の小さい材料で形成された層及び／又は高熱伝
導性金属層の各層厚さが金型内で変化するため、金型内の同一平面上において熱伝導度の
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小さい材料で形成された層と高熱伝導性金属層とが混在する領域が発生する。該領域では
、平板状に加工された熱伝導度の小さい材料の板あるいは高熱伝導性金属板のどちらか一
方に対して、ある特定部分を除去した後、該部分に同一の輪郭形状に加工されたもう一方
の材種の板をはめ込んだ複合板を作製し、それらを複数積層して拡散接合することにより
、熱伝導度の小さい材料で形成された層と高熱伝導性金属層が任意面積及び任意厚さで混
在する異種材料複合積層金型を製作できる。しかし、前記方法で異種材料を積層して拡散
接合する場合、加圧のための外力は積層方向であり、前記嵌合部、すなわち、熱伝導度の
小さい材料の板と高熱伝導性金属板との界面は負荷方向と平行であるために、該界面には
外力が直接負荷されない。特に、線膨張係数が大きい高熱伝導性金属板の内側に、線膨張
係数の小さい板を嵌合した場合には、拡散接合時の熱膨張は外側の高熱伝導性金属板の方
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が大きいために前記嵌合部にすき間が生じ、接合が困難となる。
【００２５】
これに対し本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、拡散接合時における板積層体の最外
郭部、すなわち、金型外形部の熱変形を拘束する。これにより、最外郭部を有する各積層
板は加熱により熱膨張するものの、最外郭での寸法が増加しないよう熱変形が拘束されて
いるため、前記嵌合部の寸法は熱ひずみにより縮小する結果となり、外側の板は内側には
め込まれた異種材料の板と圧力を伴いながら接触し、拡散接合がなされる。このように、
板の積層方向には外力による加圧によって、また、負荷方向と平行な異種材嵌合部の界面
においては金型外形部の熱変形を拘束することによって、全方向において完全な加圧がな
された拡散接合が実現できる。
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【００２６】
また本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、同一高さに異種材料である前記熱伝導度の
小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが混在する領域を、所定の厚さと輪
郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、積層方向に圧力を加えて拡散接合することに
より製作する場合において、前記熱伝導度の小さい材料で形成された層及び前記高熱伝導
性金属層をそれぞれ、所定の厚さと輪郭形状に加工された複数枚の平板を積層し、外周を
拘束した状態で積層方向に荷重を加え拡散接合し製作し、拡散接合した前記熱伝導度の小
さい材料で形成された層及び前記高熱伝導性金属層を積層し、又は拡散接合した前記熱伝
導度の小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層との接合面を形状加工した後に
積層し、外周を拘束した状態で積層方向に荷重を加え拡散接合することを特徴とする。
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本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、熱伝導度の小さい材料で形成された層及び高熱
伝導性金属層をそれぞれ積層接合法で製作し、その後、この熱伝導度の小さい材料で形成
された層及び高熱伝導性金属層を拡散接合するので、複雑な形状の、熱伝導度の小さい材
料で形成された層及び高熱伝導性金属層を備える樹脂成形用金型であっても、確実に製作
することができる。
【００２７】
また本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、同一高さに異種材料である前記熱伝導度の
小さい材料で形成された層と前記高熱伝導性金属層とが混在する領域を、積層方向に圧力
を加えて拡散接合することにより製作する場合において、前記熱伝導度の小さい材料で形
成された層及び前記高熱伝導性金属層を積層し、該積層体に生じる加熱時の熱ひずみ、及
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び加圧により生じる積層方向に対して直交方向のひずみを外形部において拘束することに
よって、積層方向に対して平行な異材界面にも接合圧力を生じせしめ、拡散接合を行うこ
とを特徴とする。
本発明の樹脂成形用金型の製造方法は、拡散接合時に積層体の最外郭部、すなわち、金
型外形部の熱変形を拘束する。この方法は、ブロック状素材を形状加工し形成した高熱伝
導性金属層と熱伝導度の小さい材料で形成された層とを拡散接合し樹脂成形用金型を製造
する場合にも好適に用いることができ、全方向において完全な加圧がなされた拡散接合が
実現できる。
【００２８】
また本発明は、前記樹脂成形用金型を利用して樹脂成形品を製造する方法である。
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【発明の効果】
【００２９】
本発明の樹脂成形用金型は、キャビティー面上の全域又は任意の領域を急速に所定温度
に成さしめるべく、熱伝導度の異なる材料で形成された層が金型の場所に応じて厚さを変
えて積層されているので、凹凸が大きい複雑なキャビティー面形状を有する金型及び／又
は発熱体の温度が場所によって異なる金型であっても、キャビティー面上に温度分布が生
じないように加熱することができる。またキャビティー面上の任意の領域を所定温度に制
御することも可能であり、樹脂成形用金型として好適に使用することができる。これを電
磁誘導加熱式樹脂成形用金型に適用することで、従来の電磁誘導加熱式金型の最大の弱点
である発熱不均一の問題を克服し、なおかつ内部の熱伝導を速めることによって、高速か
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つ均一にキャビティー面を昇温できる、樹脂成形用金型の理想的な電磁誘導加熱が可能と
なる。
【００３０】
また本発明の樹脂成形用金型を、板を積層、拡散接合する積層接合法を用いて製作する
ことで、金型内部で熱伝導度の異なる２つの層の厚さが変化しても容易に製作することが
できる。また冷却流路をキャビティー面近傍の最適な位置へ立体的に配置することが可能
となり、冷却工程においても、均一かつ急速な冷却が実現できる。また本発明の樹脂成形
用金型を、積層接合法を用いて製作するとき、本発明の製造方法を用いることで、確実な
接合を実現することができる。
【００３１】
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加熱と冷却の両方で均一かつ急速な金型の温度調節を行うことにより、通常の射出成形
やプレス成形時では実用上困難であった高温域での成形が可能となる。これにより、例え
ば射出成形では、ウエルドラインを低減あるいは消失させることができるだけでなく、表
面性向上による塗装工程の削減が可能になるとともに、樹脂流動性向上により薄肉部品や
複雑形状品などが成形できる。また、繊維強化樹脂などのプレス成形では、樹脂粘度低下
に伴う賦形性向上により、従来では難しかった厚肉かつ複雑形状を有する物の成形が実現
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１実施形態としての樹脂成形用金型１の断面図である。
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【図２】図１の樹脂成形用金型１の製造手順を説明するフローチャートである。
【図３】図１の樹脂成形用金型１の拡散接合工程における金属板積層体と接合治具との組
み付け方法を示した断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態としての樹脂成形用金型３０の断面図である。
【図５】本発明の実施例１で使用したモデル金型５０の断面図である。
【図６】本発明の実施例１の加熱実験時の温度経時変化を示す図である。
【図７】本発明の実施例２で使用したモデル金型６０の断面図である。
【図８】本発明の比較例１で使用したモデル金型７０の断面図である。
【図９】本発明の実施例２及び比較例１の加熱・冷却実験時の温度経時変化を示す図であ
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る。
【図１０】本発明の実施例３及び比較例２の加熱・冷却実験時の温度経時変化を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
図１は、本発明の第１実施形態としての樹脂成形用金型１の断面図である。ここでは金
型の下側半分、すなわち下金型のみを示しており、反対側の上金型は表示されない。
【００３４】
樹脂成形用金型１は、電磁誘導加熱式の樹脂成形用金型であり、キャビティー面１０が
上部に形成された高硬度金属層２、高硬度金属層２の下側に高熱伝導性金属層３、高熱伝
導性金属層３の下側に磁性金属層４がそれぞれ冶金接合された複合層５を有し、磁性金属
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層４の下側にインダクタ６を備える。
【００３５】
キャビティー面１０を有する高硬度金属層２は、目的の成形に必要な成形温度や加圧条
件および使用回数に耐えられる十分な強度や耐久性を有するよう、必要な硬度を有する金
属により製作される。材質は、成形の種類や条件によって異なるが、例えば各種鉄鋼材に
必要な熱処理を施し、所定の硬度及び機械的性質が得られるよう調質したものを用いると
よい。また高硬度金属層２は、熱伝導度が高熱伝導性金属層３の熱伝導度に比較し小さい
ものを使用する。
【００３６】
高硬度金属層２の下側、すなわち、キャビティー面１０の反対側には高熱伝導性金属層
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３が設けられている。高熱伝導性金属層３は、熱伝導性及び熱拡散性に優れた材料を使用
する。定常温度分布状態にある材料中では、Δｘ（ｍ）離れた２点間の温度差がΔＴ（Ｋ
）であるとき、２点間の熱流束ｑ（Ｗ／ｍ２）は式（１）のようなフーリエの法則によっ
て表される。なお、熱流束とは、２点間を移動する単位面積および単位時間当たりの熱量
である。
ｑ＝−λ・（ΔＴ／Δｘ）・・・（１）
ここで、λ：熱伝導度（Ｗ／（ｍ・Ｋ））である。
このように、定常状態において熱流束ｑの値を一定とすると、熱伝導度λが小さければ
温度勾配ΔＴ／Δｘが大きくなるが、λが大きい、すなわち、熱伝導度の高い材料では温
度勾配ΔＴ／Δｘが小さくなり、材料中の温度分布が小さくなることから、熱伝導度の高
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い材料を使用することにより、本質的に金型に生じる温度分布を軽減できる。
【００３７】
また、実際の成形過程では、金型内の温度は位置だけでなく時間によっても変化する非
定常状態であるので、該高熱伝導性金属層３には、式（２）によって表される熱拡散率ａ
（ｍ２／ｓ）が大きい材料を用いることが望ましい。
ａ＝λ／（ｃ・ρ）・・・（２）
ここで、ｃ：比熱（Ｊ／（ｋｇ・Ｋ））、ρ：密度（ｋｇ／ｍ３）である。この値ａが
大きいほど、温度分布が材料中を非定常的に広がっていく速度が速く、短時間のうちに温
度分布が緩和しやすいことを示している。
【００３８】
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熱伝導度λ及び熱拡散率ａが大きい材料として、純銅、銅合金、純アルミニウム、アル
ミニウム合金が例示され、高熱伝導性金属層３としてこのような材料を使用することが好
ましい。高熱伝導性金属層３と高硬度金属層２との接合については、良好な熱伝導性を得
るために、拡散接合による冶金接合が好ましい。例えば、鉄鋼材により製作した高硬度金
属層２との接合を高温・加圧を伴う拡散接合により行う場合には、鉄との親和性がよく、
金属間化合物を生じない純銅及び銅合金を使用するのが好ましい。なお、高硬度金属層２
及び／又は高熱伝導性金属層３は、電気めっきにより形成してもよい。
【００３９】
高硬度金属層２及び高熱伝導性金属層３は、後述する方法により最適な層厚さが決定さ
れ、各層の厚さは金型内において変化する。例えば、図１中の金型１のようにキャビティ

20

ー面１０が自由曲面を含む複雑な三次元形状をしている場合には、キャビティー面１０上
の温度分布を抑制するため、該キャビティー面１０の形状に対応して、高硬度金属層２と
高熱伝導性金属層３の境界、すなわち、異種材料の接合界面１４も三次元的に起伏を伴っ
た複雑な形状となることが多い。
【００４０】
磁性金属層４は、高熱伝導性金属層３の下側に位置する。高熱伝導性金属層３の下側に
接合される磁性金属層４は、純鉄、鉄鋼、純ニッケル、ニッケル合金から選択される材種
により製作されることが好ましい。一般に導電体に高周波電流が流れる場合、電流は表皮
効果により導電体の表面近傍のみに生じることが知られている。したがって、磁性金属層
４の厚さは、うず電流の表皮深さδの数倍程度あればよく、熱エネルギーの損失低減や金
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型軽量化の観点から、できるだけ薄い層であることが望ましい。表皮深さδ（μｍ）は式
（３）により得られる。
δ=√（２Ｐ／（２π・ｆ・μ））×１，０００，０００・・・（３）
ここで、Ρ：体積抵抗率（Ω・ｍ）、ｆ：電流の周波数（Ｈｚ）、μ：絶対透磁率（Ｈ
／ｍ）である。例えば、電流周波数ｆが１ｋＨｚの場合、表皮深さδは純鉄で約７１μｍ
、ニッケルで約１７２μｍであり、電流周波数ｆが１００ｋＨｚの場合では、表皮深さδ
は純鉄で約７μｍ、ニッケルで約１７μｍとなる。種々の電流周波数を使用する場合を考
慮し、数百μｍ以上の厚さがあればよい。図１は厚さ１ｍｍ程度の薄鋼板を拡散接合した
ものを記載しているが、周波数が高い場合には２００〜３００μｍ程度のニッケル皮膜を
めっきなどにより作製して用いても良い。
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【００４１】
インダクタ６は、磁性金属層４の下に、同一平面上に配置されている。ここでいう同一
平面上とは、完全な同一の他、ほぼ同一の高さに配置されている場合も含む。通常、イン
ダクタ６には銅などで製作される金属製パイプに絶縁被膜を施したものを用い、パイプ内
部には冷却媒体が流れ、高周波電流印加時の過熱を防止するように使用される。また、使
用条件によっては冷却が不要な場合もあり、その際には銅ロッドあるいは銅撚り線などに
絶縁被膜したものを用いるとよい。従来、キャビティー面１０を均一加熱するために、キ
ャビティー面１０の凹凸に応じてインダクタ６を立体的に配置することがなされているが
、インダクタ６を立体的に配置することは容易ではない。特に金型が小さくなると、イン
ダクタ６の取り回しが非常に難しくなる。これに対し、本樹脂成形用金型１では、高硬度
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金属層２及び高熱伝導性金属層３の厚さを適正に制御することで、キャビティー面１０の
温度を制御するので、インダクタ６を同一平面上に配置することができる。このためイン
ダクタ６の設置、取り回しが簡単となり、金型を設計する点及び製作する点からも非常に
好ましい。キャビティー面形状に合わせたインダクタの配置によって、キャビティー面上
温度の均一化を図る特許文献３とは、この点において異なる。
【００４２】
またインダクタ６の下方には、非磁性・低熱伝導層８が設けられ、インダクタ６は、磁
性金属層４と非磁性・低熱伝導層８との間に挟まれ、かつこれらで囲まれる。図１では、
非磁性・低熱伝導層８にインダクタ収納用の溝７を設け、該溝内にインダクタ６を設置し
ているが、変形として、高熱伝導性金属層３及び磁性金属層４の側に該収納用溝を設けて
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も良い。非磁性・低熱伝導層８は、板状に製作して、金型基材９と磁性金属層４との間に
挿入するか、あるいは非磁性・低熱伝導層８を金型基材９とともに一体として用いるなど
して、キャビティー面１０を有する複合層５とインダクタ６とをボルトなどで機械的に締
結しても良い。
【００４３】
非磁性・低熱伝導層８は、インダクタ６への高周波電流印加により発生する磁界が磁性
金属層４の反対側へ透過するのを防ぎ、磁性金属層４において効率的なうず電流場を生成
してジュール熱の発生を促すこと、また、磁性金属層４に生じた熱がキャビティー面１０
の反対側に拡散するのを防ぐ目的で設置される。したがって、磁界及び熱の遮蔽効果のあ
る材料が適しているため、非磁性ステンレス鋼などの金属またはセラミックスを使用する
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ことが好ましい。
【００４４】
さらに非磁性・低熱伝導層８の下には、金型基材９が設置されている。金型基材９は、
金型としての必要な剛性や強度を得るために用いるものであり、所定の硬度を有する鉄鋼
材を使用するのが望ましい。また、非磁性・低熱伝導層８が十分な剛性・強度・じん性を
有する材料である場合、非磁性・低熱伝導層８と金型基材９とを同一の材料により一体で
用いてもよい。
【００４５】
また本金型１には、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との境界面１４に金型１を冷
却するための冷却流路１１が設けられている。冷却流路１１は、キャビティー面１０の近
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傍であって、キャビティー面１０に沿うように設けられている。このような配置は、キャ
ビティー面１０を迅速に冷却することができる好ましい配置である。キャビティー面１０
が複雑となるとキャビティー面１０に沿うように冷却流路１１を設けることは容易ではな
いが、樹脂成形用金型１は、厚さの薄い複数枚の金属板を輪郭形状加工した後に、積層、
接合する積層接合法を用いて製作するので、複雑な冷却流路１１の製作も容易である。
【００４６】
上記構成からなる金型１は、不均一に加熱される磁性金属層４から収受した熱を拡散さ
せながら高硬度金属層２へ伝達し、かつ凹凸が大きい複雑なキャビティー面形状の場合で
も該面上に温度分布が生じないようにするため、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３の
それぞれの厚さを金型内で適切に変化させて製作される。すなわち、キャビティー面１０
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が発熱部である磁性金属層４に比較的近い領域では、高熱伝導性金属層３の厚さを薄く、
かつ高硬度金属層２の厚さを厚くしてキャビティー面１０の過度な温度上昇を抑制する一
方で、キャビティー面１０が発熱部である磁性金属層４から離れた領域では昇温不足が懸
念されるため、逆に高熱伝導性金属層３を厚く、高硬度金属層２を薄くして温度上昇を促
し、結果としてキャビティー面１０上の温度がほぼ均一となるようにする。
【００４７】
図２及び図３は、図１の樹脂成形用金型１の製造要領、特に樹脂成形用金型１の複合層
５の製造要領を説明するための図であり、図２は製造手順を説明するフローチャート、図
３は、拡散接合工程における金属板積層体２５と接合治具との組み付け方法を示した断面
図である。
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【００４８】
樹脂成形用金型１の複合層５は、厚さの薄い複数枚の金属板を輪郭形状加工した後に、
積層、接合されたいわゆる積層金型である。積層金型は、積層、接合する１枚１枚の金属
板の形状が比較的単純なため、金型内部で高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３の厚さが
変化する金型であっても対応が容易であり、特にキャビティー面１０の凹凸が複雑な場合
には、好ましい製作方法である。図３では、高硬度金属層２を形成する金属板２２が６枚
、高熱伝導性金属層３を形成する金属板２３が６枚、磁性金属層４を形成する金属板２４
が１枚となっているが、金属板の枚数は、特定の枚数に限定されるものではない。キャビ
ティー面１０の形状等に応じて適宜設定することができる。一般的にキャビティー面１０
の凹凸が単純であれば、金属板の枚数は少なく、逆にキャビティー面１０の凹凸が複雑で
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あれば枚数は多くなる。例えば、キャビティー面１０の凹凸が非常に単純であれば、高硬
度金属層２を形成する金属板２２及び高熱伝導性金属層３を形成する金属板２３を各２枚
とすることもできる。
【００４９】
まず、ステップＳ１では、金型１の外形形状、キャビティー面１０の形状、高硬度金属
層２の厚さ、高熱伝導性金属層３の厚さ、磁性金属層４の厚さ、さらには、インダクタ６
や冷却流路１１の形状からなる各情報を与えて、金型の初期形状を３次元ＣＡＤでモデリ
ングする。ここでの形状は最適設計がなされる前の初期段階のものであり、インダクタ６
及び冷却流路１１の形状は暫定的に与える。また、高硬度金属層２、高熱伝導性金属層３
、磁性金属層４の各層厚さも、金型１内で全て均一な厚さとして暫定的に定める。
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【００５０】
ステップＳ２では、コンピュータによる有限要素法シミュレーション（ＣＡＥ）などの
手法を用いて、電磁場解析及び熱伝導解析を行い、金型内部に生じるうず電流場を求める
とともに、うず電流によって生じる金属の発熱と熱伝導を計算し、キャビティー面１０上
の温度分布を予測する。本ステップの目的は、キャビティー面１０上に生じる温度分布を
抑制しながら高速に加熱冷却できる金型各構成要素の形状寸法を最適に設計することであ
る。そのための手法は種々あるが、好ましい一例として、まず、磁性金属層４での発熱状
態に注目し、磁性金属層４上で顕著な温度分布が生じないようにインダクタ６の配置形状
を変更する。次に、高熱伝導性金属層３の厚さを一定として熱伝導解析を行い、キャビテ
ィー面１０上の温度分布を予測する。その結果から、キャビティー面１０の温度が高い領
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域周辺においては高熱伝導性金属層３の厚さを薄く、かつ高硬度金属層２の厚さを厚くす
る。また一方で、キャビティー面１０が該磁性金属層４から遠い領域では昇温不足となる
ため、逆に高熱伝導性金属層３を厚く、高硬度金属層２を薄くして温度上昇を促すことに
より、キャビティー面上の温度が均一になるような、金型内における高熱伝導性金属層３
及び高硬度金属層２の最適な層厚さの分布を導出する。
【００５１】
また、冷却過程の熱伝導解析も同様に行い、キャビティー面１０上の温度が均一かつ急
速に下がるような、最適な冷却流路１１の形状を決定する。本目的を達成するために、冷
却流路１１はキャビティー面１０のできるだけ近傍に設置するのが好ましいため、キャビ
ティー面１０の形状に対応した立体的な配置とするのがよい。なお、前記冷却流路１１の
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設計は当然ながら加熱時の熱伝導にも影響を与えるので、加熱時における高硬度金属層２
及び高熱伝導性金属層３の厚さの設計は冷却流路１１の存在とその形状を考慮して行われ
る。冷却流路１１の形状を変更した場合、それにより加熱時のキャビティー面１０上温度
分布に許容しがたい変化が生じていないかどうか確認する必要がある。
【００５２】
金型構成要素の設計が終了後、ステップＳ３では、３次元ＣＡＤデータを基にスライス
データの作成を行う。スライスデータの作成は予めスライスデータを作成するためのプロ
グラムをインストールしたコンピュータを用いて行う。コンピュータはインストールされ
たプログラムに従い、入力された３次元ＣＡＤデータから、所定の厚さのスライスデータ
を作成する。ここで所定の厚さが、金属板の厚さとなる。金属板の厚さは、樹脂成形用金
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型１の形状、キャビティー面１０の形状、高熱伝導性金属層３及び高硬度金属層２の厚さ
、さらには冷却流路１１の配置に基づき、加工容易性等を考慮し、所望の金型が容易に製
作できるように決定する。このとき金属板の規格（寸法）、入手性、価格を考慮すること
が好ましい。高硬度金属層２を形成する金属板２２は、通常、同一の厚さの金属板を使用
するが、厚さの異なる金属板２２を使用してもよい。高熱伝導性金属層３を形成する金属
板２３についても同様である。この点については、公知の積層金型（例えば特開２０１０
−９４９０３号公報）と同様に考えればよい。
【００５３】
ステップＳ４では、ステップＳ３で作成したスライスデータに基づいて、各金属板２２
、２３、２４の加工を行う。金属板２２は、高硬度金属板、金属板２３は、高熱電導性金
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属板、金属板２４は、磁性金属板であり、それぞれ高硬度金属層２、高熱電導性金属層３
、磁性金属層４に対応する。金属板の加工は、輪郭形状、冷却流路のための溝２７、及び
積層時における位置決め用の基準穴（図示省略）を行う。ここで、同一高さに異なる材料
の金属板２２、２３を組み合わせて積層する場合、例えば、どちらか一方の金属板２２（
２３）の一部を機械加工により除去し、該除去部分に同一輪郭形状に切出した他方の金属
板２３（２２）をはめ込んで使用する場合には、該嵌合部のすき間が所定の値になるよう
に、両金属板２２、２３の輪郭を精度よく加工する必要がある。該嵌合部のすき間は両金
属板２２、２３の熱膨張係数や金属板の寸法および加工温度を考慮して適宜決定するとよ
い。また、両異種金属の拡散接合の際にインサート材を用いる場合には、インサート材厚
さを考慮して、嵌合部すき間を決定するのが望ましい。なお、後述のように、拡散接合時
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において金型外形を変形拘束するので、金型外形に相当する部分についても、各金属板２
２、２３、２４を所定の寸法交差内で精度よく加工しておくのがよい。
【００５４】
ステップＳ５では、加工した金属板２２、２３、２４を所定の組み合わせにより所定の
順序で積層する。金属板２２、２３、２４は位置決め用基準穴（図示省略）が設けられて
いるので、基準ピン（図示省略）を使用することで、正確に位置決めすることができる。
【００５５】
次ステップＳ６では、積層した金属板積層体２５を拡散接合法により接合する。拡散接
合は、加熱炉内に金属板積層体２５を設置し、真空雰囲気下で所定の温度になるように加
熱しながら積層方向に荷重を負荷し、一定時間保持した後に冷却して金属板積層体２５（
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金属板接合体）を炉外へ搬出する。拡散接合時の加熱温度、加熱時間等は、使用する金属
板の種類などにより適宜設定すればよい。ここで、金属板同士を重ね合わせる積層面１２
には荷重が直接負荷されるために拡散接合が可能であるが、同一高さに異種材である高硬
度金属板２２と高熱伝導性金属板２３とを嵌合させた領域では、嵌合部の異種金属界面１
３は荷重の負荷方向１６に対して平行であるために、該異種金属界面１３には外力は直接
負荷されない。特に、高熱伝導性金属板２３の内側の一部を除去して、線膨張係数が相対
的に小さい高硬度金属板２２を嵌合した場合には、界面に生じる隙間が拡大する傾向とな
り、事実上接合が困難となる。
【００５６】
そこで、図３に記載のような治具を用いて拡散接合を行う。高硬度金属板２２及び高熱
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伝導性金属板２３よりも線膨張係数の小さい材料で製作された外枠材１７の中に前記金属
板積層体２５を設置し、金属積層体２５と外枠材１７との間に一対のくさび形状をした板
材を挿入する。ここで、２つのくさび形板材１８のうちどちらか一方の挿入深さを調節す
ることによって、金属板積層体２５、外枠材１７、くさび形板材１８をすき間なく接触す
る状態にすることができる。なお、図３は金属板積層体２５、外枠材１７及びくさび板材
１８のある一断面を示した図であるが、本図と直交する任意の断面においても、同様にす
き間なく金属板積層体２５と外枠材１７とが接触するよう、もう一対のくさび形板材１８
を用いるとよい。すなわち、合計２対のくさび形板材１８を使用し、縦横両方向に対して
金属板積層体２５と外枠材１７とをすき間なく接触および固定するのが好ましい。
【００５７】
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ここで、外枠材１７にはグラファイトなど金属よりも線膨張係数の小さい材料を使用し
、くさび形板材１８は繰り返しの使用に耐えうる適度な一般機械用炭素鋼および機械構造
用炭素鋼などを用いるとよい。ただし、拡散接合過程において金属板積層体２５とくさび
形板材１８が相互に接合されないよう、くさび形板材１８の表面には離型材を塗布してお
く必要がある。
【００５８】
上記の固定状態で加熱すると、線膨張係数が金属よりも小さい外枠材１７の熱ひずみは
金属板積層体２５及びくさび形板材１８のそれと比較して小さいため、結果として、くさ
び形板材１８を経由して金型外形部１９の熱膨張を拘束する。これにより、外形部を有す
る各積層金属板２２、２３、２４は、加熱により熱膨張するものの、外形部での熱変形が
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治具である外枠材１７及びくさび形板材１８により拘束されるため、前記嵌合部の寸法は
熱ひずみにより縮小する結果となり、内側にはめ込まれた異種金属板と圧力を伴いながら
界面１３において接触し、拡散接合がなされる。事実、無拘束状態では加熱時において嵌
合部にすき間が生じやすい異種複合金属板、例えば、高熱伝導性金属板２３の内側に高硬
度金属板２２を嵌合した場合において、外形部の変形を拘束した状態で加熱すると、嵌合
部の寸法は熱ひずみにより収縮し、嵌合部を境界１３として両異種金属同士が圧力を伴い
ながら接触することを有限要素解析により確認している。
【００５９】
このように、金属板積層体２５の積層面１２には外力による加圧により、また、積層面
１２と直交する嵌合部の異種金属界面１３においては金型最外郭部の熱変形の拘束を利用
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することによって、全方向において完全な加圧がなされた拡散接合が実現できる。
【００６０】
続くステップＳ７では、拡散接合した金属板積層体（金属板接合体）を熱処理する。本
工程は金属板接合体のうち、特にキャビティー面１０を有する高硬度金属層２を硬化させ
、強度及び耐摩耗性の向上を目的として行う熱処理であり、樹脂成型用金型で一般的に行
われる焼入れ及び焼戻しである。ここでは、最終的にキャビティー面１０が所定の硬度と
なるように処理を行う。なお、本熱処理工程は金型の用途によっては必ずしも実施する必
要はなく、次工程のステップＳ８の形状加工後に熱処理を行い、その後必要に応じて再度
形状加工を行ってもよい。
【００６１】
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ステップＳ８では、樹脂成形用金型１の仕上げ工程として、形状加工を行う。ここでは
、一般的な樹脂成形用金型と同様に、汎用のＣＡＤ／ＣＡＭ装置及びＮＣあるいはＣＮＣ
装置を用いることで容易かつ高精度に加工することができる。ここでは、公知の切削加工
及び研削加工の使用が可能である。なお、前記熱処理を形状加工後に行う場合には、その
後の熱処理に伴う変形分を考慮して仕上げ代を残して加工を行い、熱処理後に仕上げの最
終形状加工を行うことが効率的である。
【００６２】
最終ステップのＳ９では、上記製作された複合層５と、インダクタ６、非磁性・低熱伝
導層８及び金型基材９とを結合する。好ましい結合形態としては、ボルト締結などにより
脱着が可能な構造とし、インダクタ６の挿入及び取り外しや各種メンテナンスが容易とな
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るようにするとよい。
【００６３】
以下、上記構成の動作を説明する。
本金型を目的の成形機、すなわち、射出成形機あるいはプレス機に装着し、インダクタ
６を成形機の外部に設置した高周波電源に接続して、インダクタ６に所定の高周波電流を
印加することにより、磁性金属層４が加熱される。ここで、インダクタ６を挟んで磁性金
属層４の反対側には非磁性・低熱伝導層８が設置されているため、磁性金属層４での熱損
失が抑制された効率的な発熱状態が実現できる。ただし、磁性金属層４内に発生するうず
電流場は均一ではないために、発熱も不均一となるが、金型内で層厚さの分布が最適に構
成された高熱伝導性金属層３により、磁性金属層４に生じた熱は拡散しながら急速に表面
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の高硬度金属層２に伝わり、最表面のキャビティー面１０上では、温度分布が抑制された
均一な加熱状態が短時間のうちに実現できる。
【００６４】
また、冷却時においても、冷却流路１１がキャビティー面１０近傍の最適な位置に立体
的に配置されているため、均一かつ急速に冷却が可能である。これにより、加熱、保持、
冷却から脱型に至るまでの一連のサイクルタイムを短縮するとともに、これまで困難とさ
れてきた高温域での樹脂成型が可能となるため、成形不良が少ない、薄肉化が可能などの
高品位な樹脂成形が実現できる。
【００６５】
図４は、本発明の第２実施形態としての樹脂成形用金型３０の断面図である。図１に示
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す第１実施形態としての樹脂成形用金型１と同一の部材には、同一の符号を付して説明を
省略する。樹脂成形用金型３０は、第１実施形態に示す樹脂成形用金型１と同様に電磁誘
導加熱式の金型であり、構成は、樹脂成形用金型１と基本的に同じであるが、キャビティ
ー面１０の形状が自由曲面ではなく、金型基準面に対して水平及び垂直な面を主体とした
比較的単純な形状である。ここで、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との間に存在す
る異種金属界面１４も平坦な単純形状とすることが可能である場合には、高硬度金属層２
及び高熱伝導性金属層３ともにブロック状素材から機械加工により削り出すなどしたのち
に、第１実施形態に示す樹脂成形用金型１と同様の加熱及び加圧条件で拡散接合してもよ
い。
【００６６】
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また、本実施形態の場合、負荷方向と平行な界面１３にテーパ角度を設けると、拡散接
合時に積層方向に圧力を負荷した場合、該界面１３にも圧力が負荷されるため、拡散接合
が可能となる。ただし、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との間の界面１２及び１３
を合わせた異種金属界面全域で必要な圧力が負荷されるよう、適切な寸法精度で界面部の
形状を加工しておくことが必要である。
【００６７】
高硬度金属層２又は高熱伝導性金属層３及び両層間の界面１４の周辺では、第１実施形
態に示す樹脂成形用金型１と同様に冷却流路１１が作製される。本実施形態では、高硬度
金属層２及び高熱伝導性金属層３をブロック材より削り出していることから、立体的かつ
複雑な冷却流路配置はできないため、キャビティー面１０の形状が比較的平坦で、かつ冷
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却時の温度分布発生が比較的問題となりにくい場合にのみ適用される。
【００６８】
さらに、本実施形態においては、高熱伝導性金属層３の下部にインダクタ６を収納する
ための溝７を機械加工などにより作製するとともに、該インダクタ収納溝７の内壁を含む
高熱伝導性金属層３の下面全域に、めっきにより磁性金属層４を作製している。このよう
に、インダクタ収納用溝７の内壁に磁性金属層４を形成することによって、インダクタ６
近傍の全周にわたる広い面積を均等に加熱でき、発熱後の熱拡散も方向依存性が少ないた
め、効率的に均一加熱を実現できる長所がある。
【００６９】
本発明に係る樹脂成形用金型は、上記実施形態に限定されず、要旨を逸脱しない範囲で
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変形することが可能である。また本発明に係る樹脂成形用金型の製造方法も上記製造方法
に限定されるものではない。
【００７０】
例えば、上記実施形態では、金属板積層体２５を拡散接合する際、金属板積層体２５の
外形部の変形拘束手段として、金属よりも熱膨張係数が小さい外枠材１７とくさび形板材
１８を用いたが、ＨＩＰなどの手段を用いて、積層方向及びその直角方向のいずれにも圧
力をかけるなど、別の手段で外力をかけてもよい。
【００７１】
さらに、第１実施形態の複合層５を製作する場合、高硬度金属層２又は高熱伝導性金属
層３を別々に製作し、その後これらを拡散接合し製作してもよい。さらには高硬度金属層
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２又は高熱伝導性金属層３を別々に製作した後、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３と
接合面（境界面）１４を、段差をなくす形状加工を行った後に、これらを拡散接合し製作
してもよい。
【００７２】
以下、製作手順の一例を示す。第１実施形態の樹脂成形用金型１と同様に、図２に示す
ステップＳ１からステップＳ５の手順により加工した高硬度金属板２２を所定の順序で積
層し、高硬度金属板２２の積層体を得る。この積層体を拡散接合するに際し、積層体の外
周に、外周と僅かな隙間を有した状態で外周拘束用の金属板を配置する。これらを加熱炉
内に設置し、加熱炉内を真空とし、加熱しながらプレス装置を用いて積層体にのみ積層方
向に荷重を加えて積層体を拡散接合する。この拡散接合方法では、積層体の外周に金属板
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が配置されているので、加圧方向と直交する方向への変形量が拘束され、接合強度の高い
接合体が得られる。
【００７３】
高熱伝導性金属板２３の接合体も同様の方法により製作する。その後、高硬度金属板２
２の接合体と高熱伝導性金属板２３の接合体を積層し、接合体の製作と同様に外周に金属
板、又は金属ブロックを配置し、接合体と同様の方法で高硬度金属板２２の接合体と高熱
伝導性金属板２３の接合体を拡散接合する。
【００７４】
強度、熱膨張係数、クリープ特性等が大きく異なる２種類の金属材料の場合、拡散接合
条件、例えば温度、加える荷重も異なる。金属材料を拡散接合する場合、高い接合強度を
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得るにはその金属材料特性に合った条件で拡散接合することが好ましい。上記方法は、高
硬度金属板接合体と高熱伝導性金属板接合体とを別々に製作するので、各々高い接合強度
が得られる。高硬度金属板２２の接合体と高熱伝導性金属板２３の接合体とを拡散接合す
るときは、接合面は一つであるので、拡散接合も容易である。
【００７５】
高硬度金属層２及び高熱伝導性金属層３の形状によっては、高硬度金属板接合体と高熱
伝導性金属板接合体との段差をなくした後に拡散接合した方が、接合が容易となり、かつ
接合強度が高まる場合もある。このような場合には、高硬度金属板接合体及び高熱伝導性
金属板接合体を製作する際、形状加工代を考慮した接合体とし、各々の接合体の接合面（
境界面１４）を、段差をなくす形状加工を行った後に拡散接合する。
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【００７６】
また上記実施形態では、樹脂成形用金型１、３０を拡散接合法を用いて製造するが、高
硬度金属層２と高熱伝導性金属層３、さらには高熱伝導性金属層３と磁性金属層４とを、
ろう付けにより接合し樹脂成形用金型を製造することもできる。
【００７７】
上記実施形態に示す樹脂成形用金型１、３０は、キャビティー面１０上の全領域を均一
温度にすることを目的としたものであるが、成形によっては、キャビティー面１０の特定
の領域のみについて意図的に温度を変化させたい状況も存在する。例えば、射出成形にお
いては、樹脂が流れにくい薄肉部分周辺のみを高温にすることにより、樹脂粘度を下げて
流動性を改善したり、繊維強化複合材料のプレス成形では、賦形が難しい微小な凹凸部分
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を高温にし、材料を柔らかくして賦形性を向上する一方で、しわが生じやすいブランク素
材外周部付近の温度を逆に下げることで材料を硬くして、適度な張力を発生させてしわを
抑制する場合などがある。このように、キャビティー面１０における特定の部位のみ他の
領域とは異なる温度に制御したい場合には、目的とする温度が異なる個々の領域において
、それぞれが所定の温度となるように、高熱伝導性金属層３と高硬度金属層２の厚さを制
御したり、個々の領域で個別のインダクタと高周波電源を用いるなどしてもよい。
【００７８】
また、上記実施形態に示す樹脂成形用金型１では、冷却流路１１がキャビティー面１０
近傍の最適な位置に立体的に配置されているため、均一かつ急速に冷却が可能であり、加
熱、保持、冷却から脱型に至るまでの一連のサイクルタイムの短縮には非常に好ましい。
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一方で、キャビティー面１０近傍に冷却流路１１を設ける場合、適切に配置しないとキャ
ビティー面１０が不均一に冷却される。キャビティー面１０を均一に冷却することを特に
重視するときや、キャビティー面１０を均一に冷却するための冷却流路１１の配置が複雑
となり、製造コストが増加するようなときは、冷却流路１１を高熱伝導性金属層３に配置
すればよい。
【００７９】
また上記実施形態では、発熱体である磁性金属層４上に熱伝導度の異なる２つの層を積
層しているが、場合によっては、熱伝導度の異なる層を３層積層してもよい。例えば、キ
ャビティー面１０が設けられる高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との冶金接合が難し
い場合、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との間に他の金属層を介在させることで、
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３層間の接合強度を高めることができる。
【００８０】
また発熱体である磁性金属層４上に熱伝導度の異なる２つの層を積層する場合、キャビ
ティー面１０の形状に応じて領域で積層する金属層の材質を変えてもよい。例えば中央部
には、高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３とを積層し、周辺部は、高硬度金属層２の代
わりに異なる熱伝導度の高硬度金属層と高熱伝導性金属層３とを積層してもよい。このよ
うに熱伝導度の異なる金属層を用いることで、金型の設計自由度が高まり、よりサイクル
タイムを短縮することもできる。
【００８１】
また上記実施形態では、磁性金属層４上に積層する積層材に金属材料を使用しているが
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、強度、熱伝導度などの物性値、接合性等を満足すれば金属材料以外の材料、さらには金
属材料と他の材料とからなる複合材料を使用してもよい。
【００８２】
また上記実施形態では樹脂成形用金型として、電磁誘導加熱式の金型を示したが、本発
明に係る樹脂成形用金型は、電磁誘導加熱式の金型に限定されるものではない。例えば発
熱体としてパイプヒータ、電熱ヒータを用いる場合、加熱流路を配置し、加熱流路内に加
熱媒体を流通させ加熱するような場合も、上記実施形態と同様に、パイプヒータ、電熱ヒ
ータ等の上に熱伝導度の異なる層を所定の厚さ積層することで、急速に、かつ温度分布が
生じないようにキャビティー面１０を加熱可能な、またキャビティー面１０上の任意の領
域を任意温度に制御することも可能な樹脂成形用金型を得ることができる。
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【００８３】
発熱体にパイプヒータ、電熱ヒータ等を使用する場合、該発熱体は、高熱伝導性金属層
３内に埋設され、高熱伝導性金属層３の上部に高硬度金属層２が積層されることが一般的
である。また、パイプヒータ、電熱ヒータ等を高熱伝導性金属層３の下に積層された金属
層内に埋設し、高熱伝導性金属層３の上部に熱伝導度の小さい材料で形成された層を積層
してもよい。このような樹脂成形用金型の場合、電磁誘導加熱式の金型と同様に、キャビ
ティー面１０を急速かつ均一に冷却するときは、冷却流路１１をキャビティー面１０の近
傍の高硬度金属層２又は高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との境界部に立体的に配置
し、キャビティー面１０を均一に冷却することを特に重視するときや、キャビティー面１
０を均一に冷却するための冷却流路１１の配置が複雑となり、製造コストが増加するよう
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なときは、冷却流路１１を高熱伝導性金属層３に配置すればよい。
【００８４】
発熱体に加熱蒸気、熱媒、温水などの加熱媒体を使用する場合、加熱媒体を流通させる
ための加熱流路を穿設した金属層を準備し、該金属層の上に高熱伝導性金属層３及び高硬
度金属層２を積層し、あるいは高熱伝導性金属層３に加熱媒体を流通させるための加熱流
路を穿設し、該高熱伝導性金属層３の上に高硬度金属層２を積層し樹脂成形用金型が形成
される場合が多い。このような樹脂成形用金型の場合、電磁誘導加熱式の金型と同様に、
キャビティー面１０を急速かつ均一に冷却するときは、冷却流路１１をキャビティー面１
０の近傍の高硬度金属層２又は高硬度金属層２と高熱伝導性金属層３との境界部に立体的
に配置し、キャビティー面１０を均一に冷却することを特に重視するときや、キャビティ
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ー面１０を均一に冷却するための冷却流路１１の配置が複雑となり、製造コストが増加す
るようなときは、冷却流路１１を高熱伝導性金属層３又は加熱媒体を流通させるための加
熱流路を穿設した金属層と高熱伝導性金属層３との境界部に配置すればよい。さらには、
加熱流路を冷却媒体の流通させるための冷却流路として使用してもよい。
【実施例】
【００８５】
実施例１：モデル金型５０を用いた誘導加熱実験
モデル金型を製作し、下記要領で誘導加熱実験を行った。図５にモデル金型５０の断面
図を示した。モデル金型５０は、図５に示すように正面視において上面が階段状となって
おり、奥行き方向は、各段とも底面に平行である。モデル金型の概略寸法は、底面部の長
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さが１５０ｍｍ、各段の高さが１００ｍｍ、８０ｍｍ、６５ｍｍ、奥行きが１００ｍｍで
ある。
【００８６】
モデル金型５０は、高硬度金属層２がＳＫＤ６１、高熱伝導性金属層３が無酸素銅、磁
性金属層４がＳＫＤ６１であり、これらが拡散接合法により接合された複合層５からなる
。高硬度金属層２及び高熱伝導性金属層３の厚さは、磁性金属層４に設置されたインダク
タ６を介してモデル金型５０における４つのインダクタ収納溝７周辺を均等に加熱したと
き、上段、中段、下段の上面中央部温度が同一温度となるように、コンピュータによる有
限要素法シミュレーション（ＣＡＥ）手法を用いて熱伝導解析を行い決定した。高硬度金
属層２の厚さは、下段＞中段＞上段であり、高熱伝導性金属層３の厚さは、下段＜中段＜
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上段である。磁性金属層４の厚さは同じである。
【００８７】
インダクタ６は、磁性金属層４に等間隔で穿設された４つのインダクタ収納溝７に、イ
ンダクタ（銅パイプ）６の周囲を絶縁材（ガラス繊維布）５１で覆った状態で挿入した。
また、今回の加熱実験では使用していないが、モデル金型５０の中央部には冷却流路１１
を穿設し、モデル金型５０を冷却できるようにした。
【００８８】
以下の要領で加熱実験を行った。加熱に先立ち、下段、中段、上段の上面の中央部（図
５のＡ点、Ｂ点、Ｃ点）及びインダクタ収納溝７近傍の磁性金属層４表面（図５のＤ点）
に熱電対を設置した。銅パイプ６内に水を流しながら、高周波電源装置（定格容量２５ｋ
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Ｗ）を介して、Ｄ点が３００℃となるまで高速に誘導加熱を行った後、当該部が３００℃
で一定となるように加熱を制御し、Ｂ点が２２０℃となった時点で加熱実験を終了した。
【００８９】
加熱実験時のＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温度経時変化を図６に示した。約４分でＢ点が２２０
℃に達した。加熱途中を含めＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温度差は非常に小さく、加熱終了時点で
Ａ点は２１６．４℃、Ｂ点は２２０．０℃、Ｃ点は２２０．５℃であり、最大温度差は、
４．１℃であった。本実験に使用したモデル金型５０は、中央部に冷却流路１１を設けて
いるためにＡ点の温度が少し低くなる傾向があり、隣接段のＢ点と比較すると加熱終了時
点で２点の温度差は３．６℃であったが、冷却流路１１を設けない場合には、さらに温度
差が小さくなる（０．５℃程度）ことを熱解析シミュレーションで確認済みである。
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【００９０】
実施例２：モデル金型６０を用いた蒸気加熱及び冷却実験
図５とほぼ同じ大きさ、形状のモデル金型を用いて蒸気加熱及び冷却実験を行った。図
７にモデル金型６０の断面図を示した。モデル金型６０の構成は、基本的にモデル金型５
０と同一であるので詳細な説明は省略する。高硬度金属層２（材質：ＳＫＤ６１）及び高
熱伝導性金属層３（材質：無酸素銅）の厚さは、磁性金属層４（材質：ＳＫＤ６１）に設
けられた加熱流路６１に蒸気を供給したとき、下段、中段、上段の上面中央部温度が同一
温度となるように、コンピュータによる有限要素法シミュレーション（ＣＡＥ）手法を用
いて熱伝導解析を行い決定した。磁性金属層４に設けられた加熱流路６１は、蒸気を供給
する加熱路であると共に冷却水を供給する冷却路でもある、加熱冷却流路６１である。
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【００９１】
以下の要領で加熱及び冷却実験を行った。加熱に先立ち、下段、中段、上段の上面の中
央部（図７のＡ点、Ｂ点、Ｃ点）に熱電対を設置した。加熱冷却流路６１に１５５℃の蒸
気を５分間供給しモデル金型６０を加熱した後、加熱冷却流路６１に１５℃の冷却水を１
０分間供給し、モデル金型６０を冷却した。
【００９２】
比較例１：モデル金型７０を用いた蒸気加熱及び冷却実験
実施例２で使用したモデル金型６０と全く同一の大きさ、形状からなる、高硬度金属層
２（材質：ＳＫＤ６１）のみからなるモデル金型７０を用いて蒸気加熱及び冷却実験を行
った。図８にモデル金型７０の断面図を示した。加熱及び冷却要領は、実施例２と同一で
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ある。
【００９３】
実施例２及び比較例１のＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温度経時変化を図９に示した。また表１に
加熱終了時点のＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温度を、表２に冷却終了時点のＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温
度を示した。
【００９４】
【表１】
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【００９５】
【表２】
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【００９６】
図９に示すように金属複合層からなる実施例２のモデル金型６０は、鋼単体からなる比
較例１のモデル金型７０に比較して、加熱・冷却の応答性がよい。また、金属複合層から
なる実施例２のモデル金型６０の場合、図９に示すように加熱・冷却の全過程において、
Ａ点、Ｂ点、Ｃ点の温度差が極めて小さい。加熱終了時点及び冷却終了時点の温度をモデ
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ル金型６０とモデル金型７０とで比較すると、モデル金型６０の加熱終了時点の最大温度
差は、１．１℃、冷却終了時点の最大温度差は、０．５℃であったのに対して、モデル金
型７０の加熱終了時点の最大温度差は、４４．７℃、冷却終了時点の最大温度差は、２０
．１℃であった。
【００９７】
実施例３：モデル金型６０を用いた蒸気加熱及び冷却実験
実施例２で使用したモデル金型６０を使用し、次の要領で蒸気加熱及び冷却実験を行っ
た。加熱冷却流路６１に１５５℃の蒸気を供給し、Ｂ点が１２０℃に達した時点で蒸気の
供給を停止し、直ちに加熱冷却流路６１に１５℃の冷却水を供給し、Ｂ点が３０℃に達し
た時点で冷却実験を終了した。

50

(20)

JP 5967834 B2 2016.8.10

【００９８】
比較例２：モデル金型７０を用いた蒸気加熱及び冷却実験
比較例１で使用したモデル金型７０を使用し、実施例３と同じ要領で蒸気加熱及び冷却
実験を行った。
【００９９】
実施例３及び比較例２のＡ点、Ｂ点、Ｃ点の温度経時変化を図１０に示した。また表３
に１２０℃に達するに要した加熱時間及び加熱・冷却全過程に要した時間を示した。
【０１００】
【表３】
10

【０１０１】
図１０及び表３に示すように金属複合層からなる実施例３のモデル金型６０は、鋼単体
からなる比較例２のモデル金型７０に比較して、加熱時間及び冷却時間が大幅に短縮され
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た。また金属複合層からなる実施例３のモデル金型６０の場合、図１０に示すように加熱
・冷却の全過程において、Ａ点、Ｂ点、Ｃ点の温度差が極めて小さかった。
【符号の説明】
【０１０２】
１：樹脂成形用金型
２：高硬度金属層
３：高熱伝導性金属層
４：磁性金属層
５：複合層
６：インダクタ
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７：インダクタ収納溝（溝）
８：非磁性・低熱伝導層
９：金型基材
１０：キャビティー面
１１：冷却流路
１２：異種金属の積層面（界面）
１３：積層方向に平行な異種金属界面
１４：異種金属材料の境界面（接合面）
１６：負荷方向
１７：外枠材
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１８：くさび形板材対
１９：金型外形部
２２：金属板（高硬度金属板）
２３：金属板（高熱伝導性金属板）
２４：金属板（磁性金属板）
２５：金属板積層体
２７：溝
３０：樹脂成形用金型
５０：モデル金型
５１：絶縁材
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６０：モデル金型
６１：加熱冷却流路

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図８】

【図９】

【図７】
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【図１０】
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