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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料（１）をダイス（２）の内形よりも大きな外形の加圧具（３）により加圧して
、当該金属材料（１）の一部を肉厚方向途中までダイス（２）に押込んでダイス（２）内
に突出する押込み部（４）を形成すると共に押込み部（４）の上部外周の全周に金属材料
（１）と連続する肉薄部（５）を形成し、そのダイス（２）の内形よりも小さな外形の打
ち抜き用パンチ（６）により前記加圧具（３）による加圧方向と同方向からプレスして、
その打ち抜き用パンチ（６）と前記ダイス（２）により前記押込み部（４）の全周を前記
肉薄部（５）から剪断して打ち抜き分離することを特徴とする金属製品のプレス加工方法
。
【請求項２】
　金属材料（１）をダイス（２）の内形よりも大きな外形の加圧具（３）により加圧して
、当該金属材料（１）の一部を肉厚方向途中までダイス（２）に押込んでダイス（２）内
に突出する押込み部（４）を形成すると共に押込み部（４）の上部外周の全周に金属材料
（１）と連続する肉薄部（５）を形成し、その金属材料（１）を前記ダイス（２）よりも
内形の大きな打抜き用ダイス（９）に移し替えて押込み部（４）と肉薄部（５）の全周と
を打抜き用ダイス（９）の内側になるように配置し、打抜き用ダイス（９）の内形よりも
小さな外形の打ち抜き用パンチ（６）を前記加圧具（３）による加圧方向と同方向からプ
レスして、その打ち抜き用パンチ（６）と前記移し替え後のダイス（９）により前記肉薄
部（５）の全周を金属材料（１）から剪断して打ち抜き分離して、前記押込み部（４）の
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上縁全周に前記肉薄部（５）が突出した薄板状の鍔（１３）の付いた鍔付き製品（１４）
を成形することを特徴とする金属製品のプレス加工方法。
【請求項３】
　金属材料（１）をダイス（２）の内形よりも大きな外形の加圧具（３）により加圧して
、当該金属材料（１）の一部を肉厚方向途中までダイス（２）に押込んでダイス（２）内
に突出する押込み部（４）を形成すると共に押込み部（４）の上部外周の全周に金属材料
（１）と連続する肉薄部（５）を形成し、その金属材料（１）を前記ダイス（２）よりも
内形の大きな打抜き用ダイス（９）に移し替えて押込み部（４）と肉薄部（５）の一部と
を打抜き用ダイス（９）の内側になるように配置し、打抜き用ダイス（９）の内形よりも
小さな外形の打ち抜き用パンチ（６）を前記加圧具（３）による加圧方向と同方向からプ
レスしてその打ち抜き用パンチ（６）と前記移し替え後のダイス（９）により前記肉薄部
（５）の周方向の一部を金属材料（１）から、押込み部（４）の周方向の一部を肉薄部（
５）から夫々剪断して打ち抜き分離して、前記押込み部（４）の上周縁の周方向一部に前
記肉薄部（５）の一部が側方に突出した薄板状の突起（１５）の付いた突起付製品（１６
）を成形することを特徴とする金属製品のプレス加工方法。
【請求項４】
　金属材料（１）を多数のステージに間欠送りしてそれらステージにおいて当該金属材料
（１）をプレス加工する金属製品の順送加工方法において、前記ステージ中の任意のステ
ージにおいて、当該金属材料（１）を、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の金属製
品のプレス加工方法により加工することを特徴とする金属製品の順送加工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は金属製品のプレス加工方法に関するものであり、例えば、自動車用電磁クラッ
チのアマチュア、ギヤ、鍔付き部品、突起付き部品、キャップ等の各種金属製品をプレス
加工するのに適する方法である。
【０００２】
【従来の技術】
　電磁クラッチのアマチュアを始めとする各種の金属製品は、通常はプレス加工により所
望形状に打ち抜いたり、孔開けしたり、曲げたりしている。通常のプレス加工はダイスの
上にセットした金属材料の上から、ダイスよりも外径の小さなパンチを降下させて金属材
料を所望外形に打ち抜いたり、金属材料の所望箇所に孔をあけたりしている。プレス加工
には各種方法があり、特殊な方法としてファインブランキング法や対向ダイスせん断法等
といった精密せん断方法がある。しかし、いずれの方法であっても、ダイスの上にセット
した金属材料の上から、それよりも外径の小さなパンチを降下させて金属材料を打ち抜い
たり、孔をあけたりするものであり、加工原理は同じである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の一般的なプレス加工で打ち抜かれた製品の分離面は、全面が平滑にはなりにくく
、一部に、だれ、破断面、バリ等が発生する。金属材料が厚くなるとそれらが特に発生し
易くなる。ファインブランキング法や対向ダイスせん断法によれば分離面の寸法精度が高
い（寸法が出易い）という利点はあるが、加工工程が多くなるとか、バリが出易いといっ
た新たな課題がある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の目的はプレス加工された製品の分離面に、だれ、破断面、バリ等が発生しにく
く、金属材料が多少厚くなっても、それらが殆ど発生せず、また、金属製品を連続的に成
形できるようにしたプレス加工方法を提供することにある。
【０００５】
　本願の第１の発明である金属製品のプレス加工方法は、金属材料１をダイス２の内形よ
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りも大きな外形の加圧具３により加圧して、当該金属材料１の一部を肉厚方向途中までダ
イス２に押込んでダイス２内に突出する押込み部４を形成すると共に押込み部４の上部外
周の全周に金属材料１と連続する肉薄部５を形成し、そのダイス２の内形よりも小さな外
形の打ち抜き用パンチ６により前記加圧具３による加圧方向と同方向からプレスして、そ
の打ち抜き用パンチ６と前記ダイス２により前記押込み部４の全周を前記肉薄部５から剪
断して打ち抜き分離する加工方法である。
【０００６】
　本願の第２の発明である金属製品のプレス加工方法は、金属材料１をダイス２の内形よ
りも大きな外形の加圧具３により加圧して、当該金属材料１の一部を肉厚方向途中までダ
イス２に押込んでダイス２内に突出する押込み部４を形成すると共に押込み部４の上部外
周の全周に金属材料１と連続する肉薄部５を形成し、その金属材料１を前記ダイス２より
も内形の大きな打抜き用ダイス９に移し替えて押込み部４と肉薄部５の全周とを打抜き用
ダイス９の内側になるように配置し、打抜き用ダイス９の内形よりも小さな外形の打ち抜
き用パンチ６を前記加圧具３による加圧方向と同方向からプレスして、その打ち抜き用パ
ンチ６と前記移し替え後のダイス９により前記肉薄部５の全周を金属材料１から剪断して
打ち抜き分離して、前記押込み部４の上縁全周に前記肉薄部５が突出した薄板状の鍔１３
の付いた鍔付き製品１４を成形する加工方法である。
【０００７】
本願の第３の発明である金属製品のプレス加工方法は、金属材料１をダイス２の内形より
も大きな外形の加圧具３により加圧して、当該金属材料１の一部を肉厚方向途中までダイ
ス２に押込んでダイス２内に突出する押込み部４を形成すると共に押込み部４の上部外周
の全周に金属材料１と連続する肉薄部５を形成し、その金属材料１を前記ダイス２よりも
内形の大きな打抜き用ダイス９に移し替えて押込み部４と肉薄部５の一部とを打抜き用ダ
イス９の内側になるように配置し、打抜き用ダイス９の内形よりも小さな外形の打ち抜き
用パンチ６を前記加圧具３による加圧方向と同方向からプレスしてその打ち抜き用パンチ
６と前記移し替え後のダイス９により前記肉薄部５の周方向の一部を金属材料１から、押
込み部４の周方向の一部を肉薄部５から夫々剪断して打ち抜き分離して、前記押込み部４
の上周縁の周方向一部に前記肉薄部５の一部が側方に突出した薄板状の突起１５の付いた
突起付製品１６を成形する加工方法である。
【０００８】
　本願の第４の発明である金属製品の順送加工方法は、金属材料１を多数のステージに間
欠送りしてそれらステージにおいて当該金属材料１をプレス加工する金属製品の順送加工
方法において、前記ステージ中の任意のステージにおいて、当該金属材料１を、請求項１
乃至請求項３のいずれかに記載の金属製品のプレス加工方法により加工する順送加工方法
である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　　（実施形態１）
　本発明の金属製品の加工方法の第１の実施形態を、図７に示す自動車用電磁クラッチの
アマチュア３０を成形する場合を例として図１に基づいて説明する。この加工方法は次の
１～３の工程からなる。
　１）図１（ａ）の様に、ダイス２の上に板状の金属材料１をセットする。
　２）図１（ｂ）の様に、金属材料１をダイス２の内形よりも大きな外形の加圧具３によ
りその上方から加圧して、当該金属材料１をその肉厚方向の途中までダイス２に押込んで
、押込み部４を形成すると共にその外周に肉薄部５を形成する。この場合、押込み部４は
金属材料１に図４に示す様に形成される。
　３）ダイス２内に途中まで押込まれた押込み部４の上方から、図１（ｃ）の様に、前記
加圧具３とは別であり且つ前記ダイス２の内形よりも小さな外形の打ち抜き用パンチ６を
降下させて押込み部４を打ち抜く。この場合、押込み部４はその周囲の肉薄部５から分離
されるため、弱い圧力でも確実に打ち抜かれ、打ち抜かれた製品１１の外周面（分離面）
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１２に、だれ、破断面、バリ等がほとんど発生しない。
【００１１】
　　（実施形態２）
　本発明の金属製品の加工方法の第２の実施形態を、図２（ｄ）の様に製品１１の上縁全
周に鍔１３の付いた鍔付製品１４を成形する場合を例として説明する。この加工方法は次
の１～４の工程からなる。
　１）図２（ａ）の様に、ダイス２の上に板状の金属材料１をセットする。
　２）図２（ｂ）の様に、金属材料１をその上方から、ダイス２の内形よりも大きな外形
の加圧具３により加圧して、当該金属材料１の途中までをダイス２に押込む。
　３）図２（ｃ）の様に、前記金属材料１を前記ダイス２の内形よりも大きな内形の打抜
き用ダイス９の上にセットし替える。このとき、押込み部４と肉薄部５の全周とを打抜き
用ダイス９の内側になるように配置する。その金属材料１の上方に、前記加圧具３とは別
であって打抜き用ダイス９の内形よりも小さな外形の打ち抜きパンチ６を配置する。
　４）押込み部４の上方から打ち抜きパンチ６を降下させて、押込み部４と肉薄部５の全
周とを打ち抜いて、製品１１の上縁全周に鍔１３の付いた鍔付製品１４を成形する。この
場合、肉薄部５が弱い圧力で剪断されるため、打ち抜かれた鍔付製品１４の外周面（分離
面）１２には、だれ、破断面、バリ等がほとんど発生しない。
【００１２】
　　（実施形態３）
　本発明の金属製品の加工方法の第３の実施形態を、図３（ｄ）の様に製品１１の上縁の
周方向一部に突子１５の付いた突子付製品１６を成形する場合を例として説明する。この
加工方法は次の１～４の工程からなる。
　１）図３（ａ）の様に、ダイス２の上に板状の金属材料１をセットする。
　２）図３（ｂ）の様に、金属材料１をダイス２の内形よりも大きな外形の加圧具３によ
り上方から加圧して、当該金属材料１をその肉厚方向の途中までダイス２に押込んで、押
込み部４を形成すると共にその外周に肉薄部５を形成する。
　３）図３（ｃ）の様に、前記金属材料１を前記ダイス２の内形よりも大きな内形の第２
ダイス９の上にセットし替える。このとき、押込み部４と肉薄部５とが第２ダイス９の内
側に位置するように配置する。また、打抜き用ダイス９の内形よりも小さな外形の打ち抜
き用パンチ６を配置する。
　４）図３（ｄ）の様に押込み部４及び肉薄部５の上から打ち抜き用パンチ６を降下させ
て、押込み部４と肉薄部５の一部とを一緒に打ち抜いて、製品１１の上周縁の一部に突起
１５が突設された突起付製品１６を得る。この場合、押込み部４及び突起１５は肉薄部５
から分離されるため弱い圧力でも確実に打ち抜かれ、打ち抜かれた突起付製品１６の外周
面（分離面）１２に、だれ、破断面、バリ等がほとんど発生しない。
【００１４】
　　（実施形態４）
　本発明の金属製品の加工方法の第４の実施形態を、図７に示す自動車用電磁クラッチの
アマチュア３０を順送加工方法に組み込んで実施する場合を例として図５に基づいて説明
する。この加工方法は次の１～６の工程よりなる。
　１）帯状の長尺の金属材料１を図５の右方向に間欠送りして、同図（ａ）の外形ＥＭ加
工ステージＡのダイスの上に金属材料１をセットする。
　２）外形ＥＭ加工ステージＢにおいて金属材料１をその上方から、ダイスの内形よりも
大きな外形の加圧具により加圧して、図５（ｂ）の様に当該金属材料１の途中までをダイ
スに押込んで、アマチュア３０の輪郭形状と同じ円形の押込み部４を形成すると同時に押
込み部４の周囲四ケ所にガイド穴３２を打ち抜く。
　３）次のアイドルステージＣの後の平押しステージＤにおいて、前記金属材料１を平押
して整形する。
　４）その後の穴開けステージＥにおいて押込み部４の内側の所定箇所を打ち抜いて３本
の細長な円弧穴２０を開口する。
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　５）次の穴開けステージＦにおいて、押込み部４の中央部を打ち抜いて円形穴２１を開
口する。
　６）次のアイドルステージＧの後のブランキングステージＨにおいて、図５（ｃ）の様
に、押込み部４の上方から打ち抜きパンチ６を降下して、押込み部４を打ち抜いて（ブラ
ンキングして）肉薄部５から分離する。この場合、ダイス２は外形ＥＭ加工ステージＢに
おけるダイス１と同じ内径のものを使用するが、打ち抜きパンチ６にはそのダイス２の内
形と同じかそれよりも小さな外形のものを使用する。
【００１５】
　　（実施形態５）
　本発明の金属製品の加工方法の第５の実施形態を、自動車用電磁クラッチのアマチュア
を順送加工方法に組み込んで実施する場合を例として図６に基づいて説明する。この方法
は押込み部４の外側のスプラップ８をカットして、押込み部４を得るようにしたものであ
る。
　１）帯状の長尺の金属材料１を図６の右方向に間欠送りして、ステージＡのダイスの下
に金属材料１をセットする。
　２）外形ＥＭ加工ステージＢにおいて金属材料１をその下方から、ダイスの内形よりも
大きな外形の加圧具により加圧して、図６（ｂ）の様に当該金属材料１の途中までをダイ
ス２に押込んで、円形の押し込み部４を形成する。同時に押込み部４の周囲四ケ所にガイ
ド穴３２を打ち抜く。
　３）次のアイドルステージＣの後の平押しステージＤにおいて、前記金属材料１を下方
から平押して整形する。
　４）その後の穴開けステージＥにおいて、押込み部４の内側の所定箇所を下方から上方
に打ち抜いて３本の細長な円弧穴２０を開口する。同時に、押込み部４の中央部を打ち抜
いて円形穴２１を開口する。
　５）次の外形カットステージＦにおいて、図６（ｃ）の様に、肉薄部５の上にその上方
からカットパンチ７を降下して当該肉薄部５をカットして、押込み部４の上下両外側の斜
線部分（スクラップ）８を除去する。この場合、ダイス９は金属材料１の下に配置される
。カットパンチ７には肉薄部５の裏側外形と同じかそれよりも多少大きな内形のものを使
用する。
　６）図６のカットオフステージＧにおいて、押込み部４を連結しているキャリア（斜線
部分）２５をカットして、押込み部４を個々に分離（カットオフ）する。
【００１６】
　（他の実施形態）
　本発明ではダイスを固定してパンチを降下させることも、それとは逆にパンチを固定し
てダイスを上昇させることも、パンチとダイスの双方を相互に近づけたり、離したりする
こともできる。また、パンチとダイスを上下逆に配置することもできる。
【００１７】
　図示した実施形態では、金属材料を押込んでアマチュアの輪郭部分（押込み部）４を成
形した後に、押込み部４の内側に穴開け加工をしているが、それらの加工は他の順序、即
ち、順不同で行うこともできる。また、図示されていない他のステージを組み込んだり、
不要なステージを除いたりすることもできる。本発明アマチュアの加工に限らず、他の金
属製品又は任意の形状の金属製品の加工に利用できることはもちろんである。
【００１８】
【発明の効果】
　本願発明の請求項１の加工方法では、金属材料をその肉厚方向の途中まで押込んで、押
込み部４の外側に肉薄部５を形成し、その後に、肉薄部５をパンチにより打ち抜いたり、
カットしたりして押込み部４を肉薄部５から分離するため、肉薄部５が弱い圧力で容易に
剪断され、押込み部４が容易に打ち抜かれる。
【００１９】
　本願発明のうち請求項２の加工方法では、請求項１の加工方法と同じ効果があり、更に
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、上部周縁の全周に鍔１３の付いた製品とか、上部周縁の一部に突子１５の付いた製品を
得ることができる。
【００２１】
　本願発明のうち請求項３と請求項４に記載の金属製品の加工方法では、請求項１、２の
加工方法を順送加工に組み込むため、金属製品を連続加工することができ、作業性が向上
し、コストダウンにもなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の加工方法の第１の実施形態を示すものであり（ａ）は押込み前の説明
図、（ｂ）は押込み後の説明図、（ｃ）は打ち抜き工程の説明図、（ｄ）は（ｂ）におけ
る金属材料の押込み部の詳細図。
【図２】　本発明の加工方法の第２の実施形態を示すものであり（ａ）は押込み前の説明
図、（ｂ）は押込み後の説明図、（ｃ）は打ち抜き前の説明図、（ｄ）は打ち抜き後の説
明図。
【図３】　本発明の加工方法の第３の実施形態を示すものであり（ａ）は押込み前の説明
図、（ｂ）は押込み後の説明図、（ｃ）は打ち抜き前の説明図、（ｄ）は打ち抜き後の説
明図である。
【図４】　本発明の加工方法における押込み後の金属材料の一例を示す斜視図。
【図５】　（ａ）は本発明の順送加工方法の平面説明図、（ｂ）は（ａ）の順送加工方法
における外形ＥＭ加工工程の断面図、（ｃ）は（ａ）の順送加工方法におけるブランク工
程の断面図。
【図６】　（ａ）は本発明の順送加工方法の平面説明図、（ｂ）は（ａ）の順送加工方法
における外形ＥＭ加工工程の断面図、（ｃ）は（ａ）の順送加工方法における外形カット
工程の断面図。
【図７】　本発明の金属製品の加工方法により加工される金属製品の一例であるアマチュ
アの斜視図。
【符号の説明】
　１　金属材料
　２　ダイス
　３　加圧具
　４　押込み部
　５　肉薄部
　６　打ち抜き用パンチ
　８　スクラップ
　９　打抜き用ダイス
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