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(57)【要約】
　プレス金型１００は、ワークＷを支持する下型１０１
と、下型１０１に対向して配置される上型１０２と、を
備える。下型１０１は、絞り成形用パンチ１２０と、絞
り成形用パンチ１２０の側面に沿って移動可能に配置さ
れるブランクホルダ１３０と、ブランクホルダ１３０を
上型１０２に向けて付勢するクッション部１４０と、を
有する。上型１０２は、絞り成形用パンチ１２０に対向
して配置される絞り成形用ダイ１６０と、絞り成形用ダ
イ１６０の側面に沿って移動可能に配置されるトリム部
１８０と、を有する。ブランクホルダ１３０は、絞り成
形用ダイ１６０の端部１６２に対向して配置される第１
ホルダ部１３１と、トリム部１８０に対向して配置され
るとともにクッション部１４０により付勢される第２ホ
ルダ部１３２と、を備える。第２ホルダ部１３２は、第
１ホルダ部１３１の下面の第１パート１３１Ａを支持す
る絞り成形用支持部１３３を有する。絞り成形用パンチ
１２０は、第１ホルダ部１３１の下面の第２パート１３
１Ｂを支持するトリム加工用支持部１２３を有する。第
１ホルダ部１３１は、外側縁部にトリム下刃１９１を有
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワーク（Ｗ）を支持する下型（１０１）と、
　前記下型（１０１）に対向して配置される上型（１０２）と、
を備え、
　前記下型（１０１）は、
　絞り成形用パンチ（１２０）と、
　前記絞り成形用パンチ（１２０）の側面に沿って移動可能に配置されるブランクホルダ
（１３０）と、
　前記ブランクホルダ（１３０）を前記上型（１０２）に向けて付勢するクッション部（
１４０）と、
を備え、
　前記上型（１０２）は、
　前記絞り成形用パンチ（１２０）に対向して配置される絞り成形用ダイ（１６０）と、
　前記絞り成形用ダイ（１６０）の側面に沿って移動可能に配置されるトリム部（１８０
）と、
を備え、
　前記ブランクホルダ（１３０）は、
　前記絞り成形用ダイ（１６０）の端部（１６２）に対向して配置される第１ホルダ部（
１３１）と、
　前記トリム部（１８０）に対向して配置されるとともに前記クッション部（１４０）に
より付勢される第２ホルダ部（１３２）と、
を備え、
　前記第２ホルダ部（１３２）は、前記第１ホルダ部（１３１）の下面の第１パート（１
３１Ａ）を支持する絞り成形用支持部（１３３）を有し、
　前記絞り成形用パンチ（１２０）は、前記第１ホルダ部（１３１）の下面の第２パート
（１３１Ｂ）を支持するトリム加工用支持部（１２３）を有し、
　前記第１ホルダ部（１３１）は、外側縁部にトリム下刃（１９１）を有し、
　前記トリム部（１８０）は、内側縁部にトリム上刃（１９２）を有する、
　プレス金型（１００、１００Ａ）。
【請求項２】
　上型（１０２）を下型（１０１）に向けて移動させることにより、前記下型（１０１）
の第１ホルダ部（１３１）の上面と前記上型（１０２）の絞り成形用ダイ（１６０）の端
部（１６２）の下面との間および前記下型（１３２）の第２ホルダ部（１３２）の上面と
前記上型（１０２）のトリム部（１８０）の下面との間で、ワーク（Ｗ）を狭持しながら
、前記下型（１０１）の絞り成形用パンチ（１２０）を前記絞り成形用ダイ（１６０）の
凹部（１６１）に挿入して前記ワーク（Ｗ）に絞り成形を行い、
　前記絞り成形後、前記上型（１０２）を前記下型（１０１）に向けて移動させることに
より、前記トリム部（１８０）を前記絞り成形用ダイ（１６０）に対して相対的に下型（
１０１）に向けて移動させ、前記第２ホルダ部（１３２）を前記トリム部（１８０）とと
もに移動させ、前記第１ホルダ部（１３１）のトリム下刃（１９１）と前記トリム部（１
８０）のトリム上刃（１９２）とによって前記ワーク（Ｗ）にトリム加工を行い、
　前記絞り成形時、前記第１ホルダ部（１３１）の下面の第１パート（１３１Ａ）を前記
第２ホルダ部（１３２）の絞り成形用支持部（１３３）により支持した状態で、前記絞り
成形用ダイ（１６０）により前記第１ホルダ部（１３１）を前記絞り成形用パンチ（１２
０）のトリム加工用支持部（１２３）に向けて移動させ、前記絞り成形の完了時に前記第
１ホルダ部（１３１）の下面の第２パート（１３１Ｂ）を前記トリム加工用支持部（１２
３）に当接させ、
　前記トリム加工時、前記下面の第２パート（１３１Ｂ）を前記トリム加工用支持部（１
２３）により支持し、前記下面の第１パート（１３１Ａ）を前記絞り成形用支持部（１３
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３）から離間させる、
　プレス加工方法。
【請求項３】
　前記トリム加工後、前記上型（１０２）を前記下型（１０１）に向かう方向とは反対側
の方向に移動させることにより、前記ブランクホルダ（１３０）を初期状態に戻し、前記
ワーク（Ｗ）を取り出す、
　請求項２に記載のプレス加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス金型およびプレス加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のパネル等の製造では、ワークに絞り成形およびトリム加工を行うプレス金型が
用いられる（たとえば特許文献１）。特許文献１のプレス金型の下型は、上型のダイ（成
形上型）に対向するパンチ（成形下型）を備えている。パンチの周囲には、ワークを支持
するブランクホルダとして受け部材および押え部材が設けられている。受け部材は、パン
チの側面に対して摺動可能に配置され、押え部材は、受け部材の側面に対して摺動可能に
配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開２００４－３１４１４７号公報
【０００４】
　受け部材および押え部材は、上型のトリム部（押さえ枠）に対向して配置され、受け部
材は、受け部材用クッション部（シリンダロッドおよび油圧シリンダ）によりトリム部に
向けて付勢され、押え部材は、押え部材用クッション部（シリンダロッドおよび付勢手段
）によりトリム部に向けて付勢されている。トリム下刃（下刃）はパンチの受け部材側端
部に設けられ、トリム上刃（上刃）はトリム部のダイ側端部に設けられている。
【０００５】
　上記プレス金型では、初期状態において、押え部材の上面にワークが載置される。次い
で、プレスラムにより上型を下方へ移動させると、ワークが上型のトリム部および押え部
材により狭持され、上型をさらに下降させると、トリム部および押え部材がワークを狭持
した状態で下降し、ワークがダイによってパンチおよび受け部材に向けて押圧されること
により、ワークに絞り成形が行われる。
【０００６】
　続いて、上型を下方へ移動させると、トリム部が、受け部材および押え部材を下方に押
圧する。これにより、トリム部がダイに対して相対的に下降し、トリム上刃およびトリム
下刃が露出し、それら刃によりワークが切断され、トリム加工が行われる。
【０００７】
　しかしながら、受け部材および押え部材を別々のクッション部で支持しているため、次
のような問題が生じる虞がある。すなわち、絞り成形中、受け部材と押え部材とでワーク
に加えられる荷重が異なる虞がある。また、絞り成形中、ワークに皺等が発生した場合、
受け部材を付勢しているシリンダが後退し、パンチと受け部材との上面間に段差が生じ、
ワークの材料流入抵抗が増大する虞がある。このため、絞り成形品の品質が低下する虞が
ある。さらに、絞り成形中、トリム下刃の刃先が露出するため、ワークの材料流入時、そ
の刃先がワークにより削られて磨耗する虞がある。また、この場合、ワークもトリム下刃
の刃先で削られ、成形品に傷が付く等する結果、製品外観に悪影響を与える虞がある。
【０００８】
　また、トリム加工後、受け部材および押え部材を上昇させて初期位置に戻しても、成形
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品はパンチ上に残るため、成形品の取出しが困難となる。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の実施形態は、成形品の品質の向上を図ることができるプレス金型およびプレス
加工方法、に関する。
【００１０】
　本発明の実施形態によれば、プレス金型１００、１００Ａは、ワークＷを支持する下型
１０１と、下型１０１に対向して配置される上型１０２と、を備えてもよい。
　下型１０１は、絞り成形用パンチ１２０と、絞り成形用パンチ１２０の側面に沿って移
動可能に配置されるブランクホルダ１３０と、ブランクホルダ１３０を上型１０２に向け
て付勢するクッション部１４０と、を有してもよい。
　上型１０２は、絞り成形用パンチ１２０に対向して配置される絞り成形用ダイ１６０と
、絞り成形用ダイ１６０の側面に沿って移動可能に配置されるトリム部１８０と、を有し
てもよい。
　ブランクホルダ１３０は、絞り成形用ダイ１６０の端部１６２に対向して配置される第
１ホルダ部１３１と、トリム部１８０に対向して配置されるとともにクッション部１４０
により付勢される第２ホルダ部１３２と、を備えてもよい。
　第２ホルダ部１３２は、第１ホルダ部１３１の下面の第１パート１３１Ａを支持する絞
り成形用支持部１３３を有してもよい。
　絞り成形用パンチ１２０は、第１ホルダ部１３１の下面の第２パート１３１Ｂを支持す
るトリム加工用支持部１２３を有してもよい。
　第１ホルダ部１３１は、外側縁部にトリム下刃１９１を有してもよい。
　トリム部１８０は、内側縁部にトリム上刃１９２を有してもよい。
【００１１】
　また、本発明の実施形態によれば、プレス加工方法は、上型１０２を下型１０１に向け
て移動させることにより、下型１０１の第１ホルダ部１３１の上面と上型１０２の絞り成
形用ダイ１６０の端部１６２の下面との間および下型１３２の第２ホルダ部１３２の上面
と上型１０２のトリム部１８０の下面との間で、ワークＷを狭持しながら、下型１０１の
絞り成形用パンチ１２０を絞り成形用ダイ１６０の凹部１６１に挿入してワークＷに絞り
成形を行う工程と、絞り成形後、上型１０２を下型１０１に向けて移動させることにより
、トリム部１８０を絞り成形用ダイ１６０に対して相対的に下型１０１に向けて移動させ
、第２ホルダ部１３２をトリム部１８０とともに移動させ、第１ホルダ部１３１のトリム
下刃１９１とトリム部１８０のトリム上刃１９２とによってワークＷにトリム加工を行う
工程と、からなってもよい。
　絞り成形時、第１ホルダ部１３１の下面の第１パート１３１Ａを第２ホルダ部１３２の
絞り成形用支持部１３３により支持した状態で、絞り成形用ダイ１６０により第１ホルダ
部１３１を絞り成形用パンチ１２０のトリム加工用支持部１２３に向けて移動させ、絞り
成形の完了時に第１ホルダ部１３１の下面の第２パート１３１Ｂをトリム加工用支持部１
２３に当接させてもよい。
　トリム加工時、下面の第２パート１３１Ｂをトリム加工用支持部１２３により支持し、
下面の第１パート１３１Ａを絞り成形用支持部１３３から離間させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１実施形態に係るプレス金型の概略構成を表す側断面図である。
【図２】図２は、図１に示すプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【図３】図３は、図２に示す工程に続くプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【図４】図４は。図３に示す工程に続くプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【図５】図５は、図４に示す工程に続くプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【図６】図６は、図５に示す工程に続くプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【図７】図７（Ａ）は、図１のＡ－Ａ線矢視方向断面図であり、図１に示すプレス金型の
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構成の一部を表す。図７（Ｂ）は、図１に示すプレス金型の構成の一部の変形例を表す、
図１のＡ－Ａ線矢視方向断面図に対応する図である。
【図８】図８は、第２実施形態に係るプレス金型の概略構成を表す側断面図である。
【図９】図９は、図８に示すプレス金型の動作状態を表す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施形態を図面を参照しながら説明する。なお、実施形態は発明の例示であって
、発明を限定するものではなく、実施形態に記述される全ての特徴やその組み合わせは、
必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
【００１４】
（１）第１実施形態のプレス金型の構成
　図１は、第１実施形態のプレス金型１００の概略構成を表す側断面図である。プレス金
型１００は、ワークを支持する下型１０１と、下型１０１に対向して配置される上型１０
２とを備えている。
【００１５】
　下型１０１は、下型支持部１１０、パンチ１２０（絞り成形用パンチ）、ブランクホル
ダ１３０、および、クッション部１４０を備えている。パンチ１２０は、下型支持部１１
０上に固定されている。パンチ１２０は、たとえば幅狭部１２１および幅広部１２２を有
している。幅狭部１２１は、ダイ１６０（絞り成形用ダイ）の凹部１６１に挿入される先
端部を有する。幅広部１２２は、幅狭部１２１の下端部に形成されるとともに幅狭部１２
１よりも幅が広い。幅狭部１２１と幅広部１２２との側面の境界部には、トリム加工時に
ブランクホルダ１３０の第１ホルダ部１３１を支持するトリム加工用支持部１２３が形成
されている。トリム加工用支持部１２３は、たとえば平坦な段部である。
【００１６】
　ブランクホルダ１３０は、パンチ１２０の側面に沿って移動可能に設けられている。ブ
ランクホルダ１３０は、第１ホルダ部１３１および第２ホルダ部１３２を有している。第
１ホルダ部１３１は、パンチ１２０の幅狭部１２１の側面に沿って摺動可能に配置されて
いる。第１ホルダ部１３１の下面内側（下面の第２パート１３１Ｂ）は、初期状態におい
てパンチ１２０のトリム加工用支持部１２３の上面と所定間隔をおいて配置され、トリム
加工時にトリム加工用支持部１２３の上面に当接する。第１ホルダ部１３１の上面の外側
縁部には、トリム下刃１９１が設けられている。
【００１７】
　第２ホルダ部１３２の下部は、パンチ１２０の幅広部１２２の側面に沿って摺動可能に
配置されている。第２ホルダ部１３２の中央部には孔部１３２Ａが形成され、孔部１３２
Ａの内部にパンチ１２０が配置されている。孔部１３２Ａの上部には、絞り成形時に第１
ホルダ部１３１の下面外側（下面の第１パート１３１Ａ）を支持する絞り成形用支持部１
３３が形成されている。絞り成形用支持部１３３は、たとえば孔部１３２Ａの上部に形成
された段部である。第２ホルダ部１３２における孔部１３２Ａの外側の端部１３２Ｂの上
面は、トリム加工でワークＷから切断されたスクラップが載置される。
【００１８】
　図７（Ａ）および図７（Ｂ）は、図１のＡ－Ａ線矢視方向断面図であり、図７（Ａ）は
、図１に示すプレス金型の構成の一部を表し、図７（Ｂ）は、図１に示すプレス金型の構
成の一部の変形例を表す図である。図７（Ａ）および図７（Ｂ）では、パンチ１２０の幅
狭部１２１および第１ホルダ部１３１のみを図示している。第１実施形態では、たとえば
第１ホルダ部１３１の領域を、図７（Ａ）に示すように外側と内側とで分け、絞り成形時
に第２ホルダ部１３２に支持される下面の第１パート１３１Ａとして下面外側を用い、ト
リム加工時にパンチ１２０に支持される下面の第２パート１３１Ｂ（下面における第１パ
ート１３１Ａ以外の部分）として下面内側を用いたが、これに限定されるものではなく種
々の変形が可能である。
【００１９】
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　たとえば第１ホルダ部１３１の領域を、図７（Ｂ）に示すようにパンチ１２０と摺動す
る面の水平方向に沿って分けて、絞り成形時に第２ホルダ部１３２に支持される下面の第
１パート１３１Ａと、トリム加工時にパンチ１２０に支持される下面の第２パート１３１
Ｂとを交互に設けてもよい。この場合、下面の第１パート１３１Ａおよび下面の第２パー
ト１３１Ｂの領域に応じて、第２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３およびパンチ
１２０のトリム加工用支持部１２３の形状を設定する。なお、図７（Ａ）および図７（Ｂ
）に示す態様では、ブランクホルダ１３０はパンチ１２０の一対の側面部を挟むようにし
て設けたが、これに限定されるものではなく、パンチ１２０の側面部の全周を囲むように
して設けてもよい。
【００２０】
　クッション部１４０は、たとえばブランクホルダ１３０の第２ホルダ部１３２をトリム
部１８０に向かって付勢している。クッション部１４０は、たとえば流体シリンダおよび
シリンダロッドからなる。流体シリンダ（図示略）は、下型支持部１１０の下面側に設け
られ、シリンダロッドは、下型支持部１１０の孔部を貫通して、第２ホルダ部１３２の下
端部に固定されている。シリンダロッドは、流体シリンダ内で摺動可能に支持され、たと
えば流体シリンダ内の油圧を受ける。ブランクホルダ１３０は、クッション部１４０のシ
リンダロッドの伸縮により昇降することができる。
【００２１】
　上型１０２は、上型支持部１５０、ダイ１６０、クッション部１７０、および、トリム
部１８０を備えている。ダイ１６０は、クッション部１７０を介して上型支持部１５０に
支持されている。ダイ１６０の上面は、上型支持部１５０の下面から所定の間隔をおいて
配置されている。ダイ１６０の下面中央部に、パンチ１２０の先端部が挿入される凹部１
６１が形成されている。ダイ１６０の下面における凹部１６１の外側の端部１６２は、ブ
ランクホルダ１３０の第１ホルダ部１３１に対向している。
【００２２】
　クッション部１７０は、ダイ１６０を支持している。クッション部１７０は、たとえば
流体シリンダおよびシリンダロッドからなる。流体シリンダ（図示略）は、上型支持部１
５０の上面側に設けられ、シリンダロッドは、上型支持部１５０の孔部を貫通して、ダイ
１６０の上面に固定されている。シリンダロッドは、流体シリンダ内で摺動可能に支持さ
れ、たとえば流体シリンダ内の油圧を受ける。
【００２３】
　トリム部１８０は、ダイ１６０の外側に配置され、上型支持部１５０に固定されている
。トリム部１８０は、ダイ１６０の側面に沿って摺動可能であり、クッション部１７０の
シリンダロッドの伸縮によりダイ１６０に対して相対的に昇降することができる。トリム
部１８０の下面は、第２ホルダ部１３２の上面に対向している。トリム部１８０の下面の
内側縁部にトリム上刃１９２が設けられている。
【００２４】
（２）第１実施形態の動作
　プレス金型１００を用いたプレス加工方法についておもに図２～６を参照して説明する
。図２～６は、プレス金型１００の動作状態を表す側断面図である。
【００２５】
　まず、図１に示すように上型１０２を上死点に位置させてプレス金型１００を初期状態
に設定した後、図２に示すように、ワークＷを下型１０１上に載置する。
【００２６】
　プレス金型１００の初期状態では、図１，２に示すように、下型１０１において、ブラ
ンクホルダ１３０の第２ホルダ部１３２は、クッション部１４０により上方に付勢されて
最も上側に位置し、第１ホルダ部１３１の下面外側（下面の第１パート１３１Ａ）は、第
２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３に支持され、第１ホルダ部１３１の下面内側
（下面の第２パート１３１Ｂ）は、パンチ１２０のトリム加工用支持部１２３の上面とは
離間している。この場合、たとえば第１ホルダ部１３１の上面、第２ホルダ部１３２の端
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部１３２Ｂの上面、および、パンチ１２０の上面は同一面を構成しており、トリム下刃１
９１は露出していない。クッション部１４０による上方への付勢力は、たとえば絞り成形
による圧力よりも小さく設定されている。
【００２７】
　一方、上型１０２において、ダイ１６０は、最も下側に位置し、ダイ１６０の端部１６
２の下面およびトリム部１８０の下面は、同一面を構成しており、トリム上刃１９２は露
出していない。クッション部１７０による下方への付勢力は、たとえば絞り成形による圧
力よりも大きく設定されている。
【００２８】
　次いで、上型１０２を下方へ移動させると、図３に示すように、下型１０１のブランク
ホルダ１３０と、上型のダイ１６０の端部１６２およびトリム部１８０とにより、ワーク
Ｗが狭持される。続いて、上型１０２を下方へ移動させると、下型１０１のクッション部
１４０が縮み始め、ブランクホルダ１３０が上型１０２とともに下降し、ワークＷがダイ
１６０の凹部１６１によりパンチ１２０に向かって押圧され、絞り成形が行われる。これ
により、ワークＷの中央部に絞り形状部Ｗａが形成される。
【００２９】
　絞り成形では、ワークＷがダイ１６０の凹部１６１に流入し、図４に示す成形下死点に
おいて、パンチ１２０の先端部がダイ１６０の凹部１６１に完全に挿入されることにより
ワークＷの絞り形状部Ｗａの上面の形状がダイ１６０の凹部１６１に対応する形状をなす
とともに、第１ホルダ部１３１の下面内側がパンチ１２０のトリム加工用支持部１２３の
上面に当接する。
【００３０】
　このような絞り成形の開始から完了までの間、第１ホルダ部１３１は、第２ホルダ部１
３２の絞り成形用支持部１３３に支持されているから、第１ホルダ部１３１の上面および
第２ホルダ部１３２の上面は、初期状態が維持され、同一面を構成している。一方、クッ
ション部１７０による下方への付勢力は、絞り成形による圧力よりも大きく設定されてい
るから、ダイ１６０の端部１６２の下面およびトリム部１８０の下面は、初期状態が維持
され、同一面を構成している。このように絞り成形の開始から完了までの間、トリム下刃
１９１およびトリム上刃１９２は露出しない。
【００３１】
　次いで、上型１０２を下方へ移動させると、下型１０１のクッション部１４０がさらに
縮む。この場合、図５に示すように、下型１０１では、第１ホルダ部１３１の下面内側が
パンチ１２０のトリム加工用支持部１２３の上面に当接しており、トリム加工用支持部１
２３が、第２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３の代わりに第１ホルダ部１３１を
支持している。これにより、上型１０２では、第１ホルダ部１３１を押圧するダイ１６０
は下降しないのに対して、上型１０２のクッション部１７０が縮み始め、トリム部１８０
が第２ホルダ部１３２とともに下降し、第２ホルダ部１３２は下型支持部１１０に当接す
る。
【００３２】
　この場合、下型１０１では、第１ホルダ部１３１が第２ホルダ部１３２に対して相対的
に上昇し、第１ホルダ部１３１のトリム下刃１９１が露出し、上型１０２では、トリム部
１８０がダイ１６０に対して相対的に下降し、トリム部１８０のトリム上刃１９２が露出
するから、トリム下刃１９１およびトリム上刃１９２によりワークＷ（成形品）のフラン
ジ部Ｗｂの外側端部が切断され、トリム加工が行われる。
【００３３】
　トリム加工の完了後、上型１０２を上方に移動させると、下型１０１のクッション部１
４０が伸び、ブランクホルダ１３０では、第２ホルダ部１３２がクッション部１４０によ
り付勢されて上昇し、第１ホルダ部１３１が第２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３
３により支持されて上昇することにより、図６に示すように、プレス金型１００は初期状
態に戻る。この場合、ワークＷでは、フランジ部Ｗｂが第１ホルダ部１３１に支持されて
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上昇し、絞り形状部Ｗａはパンチ１２０の先端部から離間する。また、ワークＷから切断
されたスクラップＳは第２ホルダ部１３２に支持されて上昇することにより、スクラップ
Ｓはパンチ１２０の先端部から離間する。続いて、ワークＷ（成形品）およびスクラップ
Ｓをプレス金型１００から取り出す。
【００３４】
　以上のように第１実施形態では、初期状態において、絞り成形用支持部１３３が第１ホ
ルダ部１３１の下面外側（下面の第１パート１３１Ａ）を支持し、トリム加工用支持部１
２３は、第１ホルダ部１３１の下面内側（下面の第２パート１３１Ｂ）に対して、上型１
０２に向かう方向とは反対側の方向に離間しているから、初期状態から絞り成形までの間
、第１ホルダ部１３１を第２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３により支持した状
態で、パンチ１２０のトリム加工用支持部１２３に向けて移動させることができる。
【００３５】
　ここで第１実施形態では、クッション部１４０が第２ホルダ部１３２を支持し、第２ホ
ルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３が第１ホルダ部１３１を支持することができるか
ら、第１ホルダ部１３１および第２ホルダ部１３２には同一のクッション部１４０からの
荷重を加えることができ、第１ホルダ部１３１および第２ホルダ部１３２は一体的に移動
することができる。また、第１ホルダ部１３１および第２ホルダ部１３２からワークＷに
加えられる荷重を均一とする、または、その荷重を均一に近づけることができる。さらに
、第１ホルダ部１３１の上面および第２ホルダ部１３２の上面との間で段差の発生を抑制
することができる。したがって、絞り成形品の品質の向上を図ることができる。
【００３６】
　特に、絞り成形中、トリム下刃１９１の刃先の露出を抑制することができるから、ワー
クＷの材料流入時、その刃先の磨耗を抑制することができる。また、成形品に傷が付く等
の不具合の発生を抑制することができる結果、製品外観が良好となる。
【００３７】
　また、トリム加工の完了後、上型１０２を下型１０１とは反対方向に移動させることに
より、プレス金型１００は初期状態に戻ることができ、この場合、ワークＷの絞り形状部
ＷａおよびスクラップＳがパンチ１２０の先端部から離間することができるから、ワーク
ＷおよびスクラップＳの取出しが容易となる。
【００３８】
（３）第２実施形態
　本発明は上記の第１実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。た
とえば、図８，９に示す第２実施形態のプレス金型１００Ａを用いれば、ワークＷのフラ
ンジ部Ｗｂの幅を狭く設定することができる。図８は、プレス金型１００Ａのの概略構成
を表す側断面図である。図９は、プレス金型１００Ａによるトリム加工の状態を表す側断
面図である。
【００３９】
　第１ホルダ部１３１は、図８に示すように、幅狭部１３４および幅広部１３５を有して
いる。幅広部１３５には、第２ホルダ部１３２に向かって水平方向に突出する突出部１３
５Ａが形成され、幅広部１３５は、幅狭部１３４よりも広い幅を有する。第２ホルダ部１
３２の上面の内側端部には、幅広部１３５の突出部１３５Ａの外部への離脱を防止する離
脱防止部１３２Ｃが形成されている。離脱防止部１３２Ｃは、たとえば絞り成形用支持部
１３３に対向するとともに絞り成形用支持部１３３と同じ幅を有する。絞り成形用支持部
１３３と離脱防止部１３２Ｃとの間には凹部１３２Ｄが形成されている。
【００４０】
　凹部１３２Ｄには、第１ホルダ部１３１の幅広部１３５の突出部１３５Ａが配置されて
いる。この場合、突出部１３５Ａの側面は凹部１３２Ｄ内の側面に摺動可能であり、幅狭
部１３４の外側側面は、離脱防止部１３２Ｃの側面に摺動可能である。第１ホルダ部１３
１の幅広部１３５が第２ホルダ部１３２の絞り成形用支持部１３３により支持される初期
状態では、幅広部１３５の上面と離脱防止部１３２Ｃの下面との間に所定間隔の隙間が形
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成されている。隙間の大きさＧは、たとえば図４における第２ホルダ部１３２の下面と下
型支持部１１０の上面との間隔に等しく設定されている。
【００４１】
　プレス金型１００Ａでは、ワークＷを下型１０１上に載置して、上型１０２を下方へ移
動させると、図２～４に示すプレス金型１００と同様な絞り加工が行われる。絞り加工後
のトリム加工では、図９に示すように、第１ホルダ部１３１の幅広部１３５の下面内側（
下面の第２パート１３１Ｂ）がパンチ１２０のトリム加工用支持部１２３に支持されてお
り、クッション部１４０が縮むと、第２ホルダ部１３２が下降し、第１ホルダ部１３１は
、第２ホルダ部１３２に対して相対的に上昇する。この場合、幅広部１３５の突出部１３
５Ａの側面が凹部１３２Ｄ内の側面に摺動し、第２ホルダ部１３２が下型支持部１１０に
当接した時、幅広部１３５の突出部１３５Ａの上面は、離脱防止部１３２Ｃの下面に当接
する。
【００４２】
　上記態様では、ワークＷのフランジ部Ｗｂの幅を狭く設定する場合、第１ホルダ部１３
１の下面外側（下面の第１パート１３１Ａ）の幅および第２ホルダ部１３２の絞り成形用
支持部１３３の幅を狭くする必要がないから、第２ホルダ部１３２を通じた第１ホルダ部
１３１からワークＷへの荷重を、第１実施形態と同様に効果的に加えることができる。し
たがって、ワークＷのフランジ部Ｗｂの幅を狭く設定する場合でも、第１ホルダ部１３１
および第２ホルダ部１３２は一体的に移動することができるとともに、第１ホルダ部１３
１および第２ホルダ部１３２からワークＷに加えられる荷重を均一とすることができる。
【００４３】
　上記の実施形態によれば、プレス金型１００、１００Ａは、ワークＷを支持する下型１
０１と、下型１０１に対向して配置される上型１０２と、を備えてもよい。
　下型１０１は、絞り成形用パンチ１２０と、絞り成形用パンチ１２０の側面に沿って移
動可能に配置されるブランクホルダ１３０と、ブランクホルダ１３０を上型１０２に向け
て付勢するクッション部１４０と、を有してもよい。
　上型１０２は、絞り成形用パンチ１２０に対向して配置される絞り成形用ダイ１６０と
、絞り成形用ダイ１６０の側面に沿って移動可能に配置されるトリム部１８０と、を有し
てもよい。
　ブランクホルダ１３０は、絞り成形用ダイ１６０の端部１６２に対向して配置される第
１ホルダ部１３１と、トリム部１８０に対向して配置されるとともにクッション部１４０
により付勢される第２ホルダ部１３２と、を備えてもよい。
　第２ホルダ部１３２は、第１ホルダ部１３１の下面の第１パート１３１Ａを支持する絞
り成形用支持部１３３を有してもよい。
　絞り成形用パンチ１２０は、第１ホルダ部１３１の下面の第２パート１３１Ｂを支持す
るトリム加工用支持部１２３を有してもよい。
　第１ホルダ部１３１は、外側縁部にトリム下刃１９１を有してもよい。
　トリム部１８０は、内側縁部にトリム上刃１９２を有してもよい。
【００４４】
　実施形態のプレス金型では、初期状態において上型の下型への移動を開始すると、第１
ホルダ部の上面と絞り成形用ダイの端部の下面との間および第２ホルダ部の上面とトリム
部の下面との間でワークが狭持され、下型では、ブランクホルダの第２ホルダ部を付勢す
るクッション部が縮み、ブランクホルダ（第１ホルダ部および第２ホルダ部）が上型の絞
り成形用ダイおよびトリム部とともに下降することができるから、ワークが絞り成形用ダ
イの凹部により絞り成形用パンチに向かって押圧され、ワークが絞り成形用ダイの凹部に
流入して絞り成形が行われる。この場合、初期状態では、絞り成形用支持部が第１ホルダ
部の下面の第１パートを支持し、トリム加工用支持部は、第１ホルダ部の下面の第２パー
トに対して、上型に向かう方向とは反対側の方向に離間することができるから、初期状態
から絞り成形までの間、第１ホルダ部の下面の第１パートを第２ホルダ部の絞り成形用支
持部により支持した状態で、第１ホルダ部を絞り成形用パンチのトリム加工用支持部に向
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けて移動させることができる。
【００４５】
　実施形態のプレス金型では、クッション部が第２ホルダ部を支持し、第２ホルダ部の絞
り成形用支持部が第１ホルダ部を支持することができるから、第１ホルダ部および第２ホ
ルダ部には同一のクッション部からの荷重を加えることができ、第１ホルダ部および第２
ホルダ部は一体的に移動することができる。また、第１ホルダ部および第２ホルダ部から
ワークに加えられる荷重を均一にする、または、その荷重を均一に近づけることができる
。さらに、第１ホルダ部の上面および第２ホルダ部の上面との間での段差の発生を抑制す
ることができる。したがって、絞り成形品の品質の向上を図ることができる。
【００４６】
　特に、絞り成形中、トリム下刃の刃先の露出を抑制することができるから、ワークの材
料流入時、その刃先の磨耗を抑制することができる。また、ワーク（成形品）に傷が付く
等の不具合の発生を抑制することができる結果、製品外観が良好となる。
【００４７】
　実施形態のプレス金型は、種々の構成を用いることができる。たとえば、第１ホルダ部
は、絞り成形用ダイに対向する幅狭部と、幅狭部における絞り成形用ダイ側とは反対側の
端部に形成されるとともに、第２ホルダ部に向かって突出する突出部が形成された幅広部
を有し、第２ホルダ部の上面の内側端部には、幅広部の外部への離脱を防止する離脱防止
部が形成され、絞り成形用支持部と離脱防止部との間に凹部が形成され、凹部内には幅広
部の突出部が第２ホルダ部の移動方向とは反対側の方向に摺動可能に配置される構成を用
いることができる。なお、内側とはプレス金型の内部側、外側とはプレス金型の外部側を
いう。この態様では、ワークのフランジ部の幅を狭く設定する場合、第１ホルダ部の下面
外側（下面の第１パート）の幅および第２ホルダ部の絞り成形用支持部の幅を狭くする必
要がない。したがって、ワークのフランジ部の幅を狭く設定する場合でも、第１ホルダ部
および第２ホルダ部からワークに加えられる荷重を均一または略均一とすることができる
。
【００４８】
　また、上記の実施形態によれば、プレス加工方法は、上型１０２を下型１０１に向けて
移動させることにより、下型１０１の第１ホルダ部１３１の上面と上型１０２の絞り成形
用ダイ１６０の端部１６２の下面との間および下型１３２の第２ホルダ部１３２の上面と
上型１０２のトリム部１８０の下面との間で、ワークＷを狭持しながら、下型１０１の絞
り成形用パンチ１２０を絞り成形用ダイ１６０の凹部１６１に挿入してワークＷに絞り成
形を行う工程と、絞り成形後、上型１０２を下型１０１に向けて移動させることにより、
トリム部１８０を絞り成形用ダイ１６０に対して相対的に下型１０１に向けて移動させ、
第２ホルダ部１３２をトリム部１８０とともに移動させ、第１ホルダ部１３１のトリム下
刃１９１とトリム部１８０のトリム上刃１９２とによってワークＷにトリム加工を行う工
程と、からなってもよい。
　絞り成形時、第１ホルダ部１３１の下面の第１パート１３１Ａを第２ホルダ部１３２の
絞り成形用支持部１３３により支持した状態で、絞り成形用ダイ１６０により第１ホルダ
部１３１を絞り成形用パンチ１２０のトリム加工用支持部１２３に向けて移動させ、絞り
成形の完了時に第１ホルダ部１３１の下面の第２パート１３１Ｂをトリム加工用支持部１
２３に当接させてもよい。
　トリム加工時、下面の第２パート１３１Ｂをトリム加工用支持部１２３により支持し、
下面の第１パート１３１Ａを絞り成形用支持部１３３から離間させてもよい。
【００４９】
　実施形態プレス加工方法では、成形品の品質の向上を図ることができる等の効果を得る
ことができる。
【００５０】
　実施形態のプレス加工方法は、種々の構成を用いることができる。たとえばトリム加工
後、上型を下型に向かう方向とは反対側の方向に移動させることにより、ブランクホルダ
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を初期状態に戻し、ワークを取り出すことができる。この態様では、トリム加工の完了後
、プレス金型を初期状態に戻すと、ワーク（成形品）のフランジ部が第１ホルダ部に支持
されてパンチに対して相対的に上昇することができるから、ワークの絞り形状部がパンチ
の先端部から離間することができ、その結果、ワークの取出しが容易となる。また、ワー
クから切断されたスクラップは第２ホルダ部に支持されてパンチに対して相対的に上昇す
ることができるから、スクラップの取出しが容易となる。
【００５１】
　実施形態のプレス金型あるいはプレス加工方法によれば、成形品の品質の向上を図るこ
とができる等の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１００，１００Ａ…プレス金型、１０１…下型、１０２…上型、１２０…パンチ（絞り
成形用パンチ）、１３０…ブランクホルダ、１３１…第１ホルダ部、１３１Ａ…下面の第
１パート、１３１Ｂ…下面の第２パート、１３２…第２ホルダ部、１３３…絞り成形用支
持部、１４０…クッション部、１６０…絞り成形用ダイ、１６１…凹部、１６２…端部、
１８０…トリム部、１９１…トリム下刃、１９２…トリム上刃

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【要約の続き】
する。トリム部１８０は、内側縁部にトリム上刃１９２を有する。

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

