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(57)【要約】
【課題】プレス金型においてプレート枚数を削減し、プ
レス加工時に使用する金型の軽量化、ならびに金型外形
寸法を小型化するためのプレス金型構造を提供する。
【解決手段】ダイセットを構成するパンチホルダ１、ダ
イホルダ３にパンチプレート及びダイプレートの機能を
付加し、パンチホルダ１でパンチ１０を保持し、ダイホ
ルダ３でダイ１４を保持することで、パンチ１０、ダイ
１４を保持するためのパンチプレートおよびダイプレー
トを製作する必要性がなくなり、プレス加工時に使用す
る金型の軽量化、ならびに金型外形寸法の小型化が可能
となり、且つ品種切換え時は共通ダイセットへの金型交
換作業が不要となり、金型製作におけるコスト削減、軽
量化、小型化が可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板材料を順送りしながら複数の加工工程を施すプレス加工用金型において、上下一
対のプレート状をなし、上ダイセットをなすパンチホルダと下ダイセットをなすダイホル
ダからなるダイセットと、前記ダイセットに対して前後左右の振れなく、水平を保持した
まま上下動するストリッパープレートとを有し、この３枚のプレートによって金型を構成
することを特徴とするプレス金型構造。
【請求項２】
　前記ストリッパープレートにガイドポストを固定配置し、前記ガイドポストによって前
記パンチホルダおよび前記ダイホルダを相互に接近離間自在に保持することを特徴とする
請求項１に記載のプレス金型構造。
【請求項３】
　前記パンチホルダおよび前記ダイホルダが前記ガイドポストをリテーナーを介して保持
することを特徴とする請求項２に記載のプレス金型構造。
【請求項４】
　前記パンチホルダがストリッパーボルトを介して前記ストリッパープレートを上下動自
在に保持し、金型が２つに分離可能な構成をなすことを特徴とする請求項１に記載のプレ
ス金型構造。
【請求項５】
　前記パンチホルダと前記ダイホルダのそれぞれがパンチプレートもしくはダイプレート
の機能を兼ね備え、パンチホルダでパンチを保持し、ダイホルダでダイを保持することを
特徴とする請求項１に記載のプレス金型構造。
【請求項６】
　前記パンチホルダ内にスプリングおよびスプリング受けを保持し、前記スプリングおよ
び前記スプリング受けにより前記ストリッパープレートを前記ダイホルダへ向けて加圧す
ることを特徴とする請求項１に記載のプレス金型構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス金型構造に関し、プレス加工に用いるプレス金型において金型を構成
するプレート枚数を削減し、プレス加工時に使用する金型の軽量化ならびに金型外形寸法
を小型化するための技術に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プレス金型は複数のパンチおよび複数のダイを有しており、このプレス金型を用
いたプレス加工では、金属板材料を順次搬送しながら複数の工程を行っている。従来の一
般的なプレス金型はダイセットに装着して使用するものであり、ダイセットは可動側の上
ダイセットが固定側の下ダイセットに対して前後左右に振れることなく上下動する。
【０００３】
　プレス金型はダイセットの上ダイセットに装着する上型と、下ダイセットに装着する下
型とからなる。上型はパンチホルダ、パンチプレート、ストリッパープレートおよびガイ
ドポストを備え、上ダイセットに固定装着するパンチプレートの下方に水平に配置するス
トリッパープレートをショルダボルトで前後左右に振れることなく上下動自在に保持して
いる。下型はダイホルダ、ダイプレートおよびガイドブッシュを備えている。
【０００４】
　上ダイセットとともに上型が上下動する際には、ガイドポストがガイドブッシュに嵌合
して摺動することで、パンチホルダがダイホルダに対して前後左右の振れることなく上下
動する。
【０００５】
　図４は従来のプレス金型を示す断面図である。図４において、上ダイセット５１、下ダ
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イセット５５にはそれぞれテーパ穴５１ａ、テーパ穴５５ａを設けており、上型５２、下
型５６にもテーパ穴５２ａ、テーパ穴５６ａを設けている。
【０００６】
　上ダイセット５１と上型５２の各テーパ穴５１ａ、５２ａの相互間には固着用部材５３
を装着し、固着用部材５３を貫通して装着する固定ボルト５７によって上ダイセット５１
に上型５２を固定している。下ダイセット５５と下型５６の各テーパ穴５２ａ、５６ａの
相互間には固着用部材５３を装着し、固着用部材５３を貫通して装着する固定ボルト５７
によって下ダイセット５５に下型５６を固定している。
【０００７】
　固着用部材５３は各テーパ穴５１ａ、５２ａ、５５ａ、５６ａに相応する形状をなす外
周面５３ａ、５３ｂを有しており、固着用部材５３を各々のテーパ穴５１ａ、５２ａ、５
５ａ、５６ａに嵌合装着することで、上ダイセット５１に対して上型５２を、下ダイセッ
ト５５に対して下型５６をそれぞれ着脱可能にかつ容易に位置決めすることで、ダイセッ
トの共通化を図っている。
【特許文献１】実開平６－８３１９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のプレス金型では、品種切換えやメンテナンス時に上ダイセット５
１、下ダイセット５５からそれぞれ上型５２、下型５６を取外し、所望の金型をダイセッ
トに取付ける作業が必要となる。
【０００９】
　このため、ダイセットを共通化して、一つのダイセットを使用するプレス製品の品種の
増加、ならびにプレス加工数量の増加が生じると、同一生産ラインにおける負荷が大きく
なり過ぎて、必要に応じて新たな生産ラインが必要となり、その生産ラインに合わせて共
通ダイセットを製作しなければならない。
【００１０】
　しかし、従来のプレス金型は、上ダイセット５１、下ダイセット５５、上型５２、下型
５６を備える金型となり、複数枚（４～５枚以上）のプレートを有したプレス金型構成と
なるので、プレス金型の外形寸法はダイセット寸法となり、金型重量はダイセットを含ん
だものとなり、金型外形寸法が大きくなるとともに金型重量が増大するという問題があっ
た。
【００１１】
　また、金型外形寸法が大きくなることで取り扱いが煩雑となり収納スペースが大型化す
る問題がある。さらに、金型重量が増加することで金型動作の追従の負担が増してプレス
回転数を高速にすることが困難となるという課題があった。
【００１２】
　本発明は、上記問題を解決するものであり、金型構成プレート枚数の削減により金型製
作コストを削減し、プレス加工時に使用する金型の軽量化、ならびに金型外形寸法を小型
化したプレス金型構造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】
【００１３】
　上記した課題を解決するために、本発明のプレス金型構造は、金属板材料を順送りしな
がら複数の加工工程を施すプレス加工用金型において、上下一対のプレート状をなし、上
ダイセットをなすパンチホルダと下ダイセットをなすダイホルダからなるダイセットと、
前記ダイセットに対して前後左右の振れなく、水平を保持したまま上下動するストリッパ
ープレートとを有し、この３枚のプレートによって金型を構成することを特徴とする。
【００１４】
　また、前記ストリッパープレートにガイドポストを固定配置し、前記ガイドポストによ
って前記パンチホルダおよび前記ダイホルダを相互に接近離間自在に保持することを特徴
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とする。
【００１５】
　また、前記パンチホルダおよび前記ダイホルダが前記ガイドポストをリテーナーを介し
て保持することを特徴とする。
　また、前記パンチホルダがストリッパーボルトを介して前記ストリッパープレートを上
下動自在に保持し、金型が２つに分離可能な構成をなすことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記パンチホルダと前記ダイホルダのそれぞれがパンチプレートもしくはダイプ
レートの機能を兼ね備え、パンチホルダでパンチを保持し、ダイホルダでダイを保持する
ことを特徴とする。
【００１７】
　また、前記パンチホルダ内にスプリングおよびスプリング受けを保持し、前記スプリン
グおよび前記スプリング受けにより前記ストリッパープレートを前記ダイホルダへ向けて
加圧することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明のプレス金型構造によれば、金型を構成するプレートが３枚とな
り、プレス加工時に使用する金型の軽量化、ならびに金型外形寸法の小型化が可能となり
、且つ品種切換え時は、従来のようにダイセットに対する上型、下型の交換作業が不要と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１によるプレス金型を示した断面図である。図１において、
プレス金型は複数のパンチならびに複数のダイを有し、金属板材料を順送りしながら、複
数の加工工程を施すプレス加工用の金型である。プレス金型は、ダイセットがパンチホル
ダ１とダイホルダ３からなり、パンチホルダ１とダイホルダ３の間に配置したストリッパ
ープレート２をパンチホルダ１がストリッパーボルト１５を介して上下動自在に保持し、
ストリッパープレート２に固定したガイドポスト４でパンチホルダ１とダイホルダ３とを
相互に接近離間自在に連接している。
【００２０】
　ガイドポスト４は圧入によってストリッパープレート２に固定しており、ストリッパー
プレート２に圧入するときに鍔部４－ａがスラスト方向の位置決めを行う。パンチホルダ
１はパンチプレートを兼ねる機能を有し、上リテーナー５を介してガイドポスト４を摺動
自在に保持し、上リテーナー５およびガイドポスト４を介してストリッパープレート２を
水平状態に保持する。
【００２１】
　パンチホルダ１とストリッパープレート２の間にはスプリング７をガイドポスト４に遊
嵌して配置しており、スプリング７が上リテーナー５を支持することで、プレス加工時に
上リテーナー５がパンチホルダ１より抜け落ちることを防止している。また、ガイドポス
ト４に設けた上リテーナー抜け止め８がプレス加工中に上リテーナー５がパンチホルダ１
上面より突出しないように抜け止めする。
【００２２】
　ダイホルダ３はダイプレートを兼ねる機能を有し、下リテーナー６を介してガイドポス
ト４を摺動自在に保持し、ガイドポスト４に設けた下リテーナー抜け止め９がプレス加工
時に下リテーナー６がダイホルダ３より抜け落ちないように抜け止めし、金型閉時にスト
リッパープレート２が下リテーナー６がダイホルダ３の上面より突出することを防止する
。なお、下リテーナー抜け止め９を用いずに、スプリングなどを用いて下リテーナー６を
支持することで、金型閉時の下リテーナー６の支持、ならびに上型と下型の分離時におけ
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る下リテーナー６の抜け落ち防止を行ってもよい。
【００２３】
　ダイホルダ３とパンチホルダ１を平行に配置するために、ダイホルダ３での下リテーナ
ー６をガイドする保持孔部分、およびパンチホルダ１での上リテーナー５をガイドする保
持孔部分は直胴状に高精度加工されている。鍔部４－ａを含むガイドポスト４の全長は、
金型の閉時に上リテーナー抜け止め８および下リテーナー抜け止め９がパンチホルダ１な
らびにダイホルダ３より突出しないように設定されている。ガイドポスト４の本数は４本
を標準とし、配置は金型内で行われるプレス加工工程数により決定され、必要に応じて偶
数本ずつ追加する。
【００２４】
　図２に示すように、本発明のプレス金型構造は上型１００と下型１０１に分離すること
ができ、メンテナンス作業が容易に可能である。
　ストリッパーボルト１５はパンチホルダ１の段付き部１－ａに配置しており、ストリッ
パーボルト１５がストリッパープレート２をパンチホルダ１に対して水平に保持する。ス
トリッパーボルト１５の長さはパンチホルダ１とストリッパープレート２との距離、段付
き部１－ａの厚み、ならびにストリッパープレート２の上下可動量を考慮して決定される
。また、ストリッパーボルト１５の本数、配置はストリッパープレート２の重量等により
決定される。段付き部１－ａの寸法は、該金型閉時にストリッパーボルト１５がパンチホ
ルダ１より突出しないように設定されている。
【００２５】
　パンチ１０はプレス加工を施すために重要なツールであり、穴抜きパンチ、形状抜きパ
ンチ、曲げパンチ等の複数のものを組み合わせてなり、製品形状に組み合わせを代えて配
置される。パンチ１０は鍔部１０－ａを有し、パンチ抜け止め１２がパンチホルダ１から
パンチ１０が抜け落ちることを防止しており、パンチ抜け止め１２はパンチホルダ１にボ
ルトで固定してある。
【００２６】
　パンチ１０がプレス加工時の材料抗力により抜け出さないように、パンチバッキング１
１がパンチホルダ１を介してパンチ抜け止め１２と対面に固定してあり、パンチバッキン
グ１１は材料抗力を考慮した厚みに設定されている。
【００２７】
　パンチホルダ１にはパンチバッキング１１よりも幅広な溝を加工しており、その深さは
パンチバッキング１１をパンチホルダ１にボルト止めした状態で、パンチバッキング１１
がパンチホルダ１と同一平面になるように高精度に加工してある。また、パンチバッキン
グ１１には、パンチホルダ１へボルト止めした時にボルトがパンチホルダ１とパンチバッ
キング１１とが成す平面より突出しないように、ザグリ加工を施している。
【００２８】
　パンチホルダ１にはパンチ１０の鍔部１０－ａと同形状の穴がパンチ１０の軸心方向で
パンチ１０よりも若干大きい寸法に加工してある。この穴の大きさはパンチ１０がスムー
ズに抜き差しでき、且つパンチ１０の先端のプレス加工部１０－ｂとパンチガイド入レコ
１３とのクリアランスよりも大きい寸法に設定されている。
【００２９】
　パンチガイド入レコ１３は位置決めピンによりストリッパープレート２に位置決めして
ボルトで固定している。パンチガイド入レコ１３には、厚み方向でボルトの先端が突出し
ないようザグリ、逃がし等の加工を施してある。また、パンチガイド入レコ１３には、プ
レス加工部１０－ｂをガイドする形状を加工してあり、目的とするワーク精度に応じてプ
レス加工部１０－ｂとのクリアランスを設定している。
【００３０】
　パンチガイド入レコ１３はパイロットピン１９の位置決め、及び抜け止めの役目も果た
し、パイロットピン１９はワークのパイロット穴に嵌合してワークの位置規制を行ってい
る。



(6) JP 2008-284590 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

【００３１】
　ストリッパープレート２にはパイロットピン１９、スプリング２０、セットスクリュー
２１を配置するための穴が加工されている。また、パイロットピン１９をパンチホルダ１
の内部にまで伸ばし、パンチホルダ１の内部にスプリング２０、セットスクリュー２１を
固定してもよい。
【００３２】
　スプリング受け１６はパンチホルダ１の内部のスプリング１７とセットスクリュー１８
による荷重を受けている。スプリング受け１６の先端はストリッパープレート２に接触し
、ストリッパープレート２をダイホルダ３の方向へ加圧している。スプリング受け１６は
製品形状を考慮して配置されている。
【００３３】
　ダイ１４はパンチ１０をなす穴抜きパンチ、形状抜きパンチ、曲げパンチ等の形状、及
びパイロットピン１９に対応した形状に加工されており、ダイホルダ３の溝に組込まれて
いる。ダイホルダ３の溝幅はダイ１４の幅と同寸法に、かつ溝深さはダイ１４の厚みと同
寸法に研削加工仕上げされている。図３に示すように、ダイ１４はバンド２２および当り
ブロック２３によりダイホルダ３の長手方向位置を位置決めされる。
【００３４】
　以上のように、本発明によれば、ダイセットがパンチホルダ１とダイホルダ３からなる
ことで、プレス金型構造が３プレートの構成となり、プレス加工時に使用する金型の軽量
化ならびに該金型外形寸法の小型化が可能となり、更に品種切換え時においては、従来の
ように、上ダイセット、下ダイセットへの上型および下型６の交換作業が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態１におけるプレス金型構造の概略断面図
【図２】実施の形態１におけるプレス金型構造を上下に分離した概略断面図
【図３】同実施の形態１におけるダイホルダ上面図
【図４】従来のプレス金型構造の概略断面図
【符号の説明】
【００３６】
　１　パンチホルダ
　１－ａ　段付き部
　２　ストリッパープレート
　３　ダイホルダ
　４　ガイドポスト
　４－ａ　鍔部
　５　上リテーナー
　６　下リテーナー
　７　スプリング
　８　上リテーナー抜け止め
　９　下リテーナー抜け止め
　１０　パンチ
　１０－ａ　鍔部
　１０－ｂ　プレス加工部
　１１　パンチバッキング
　１２　パンチ抜け止め
　１３　パンチガイド入レコ
　１４　ダイ
　１５　ストリッパーボルト
　１６　スプリング受け
　１７　スプリング
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　１８　セットスクリュー
　１９　パイロットピン
　２０　スプリング
　２１　セットスクリュー
　２２　バンド
　２３　当りブロック
　１００　上型
　１０１　下型

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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