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レーザー切断による抜き型の製作
Manufacturing of Blanking Tool by NC Laser Cutting Machine
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Takeo NAKAGAWA and Kiyoshi SUZUKI

レーザー切断は種々の材料を高精度にかつ高速に切断できる特徴をもち,将来重要な切断加工に発展

しようとしている.特に大審塁のレーザー加工機が出現し,かなりの厚板まで切断加工が可能となって

きた.このレーザー切断加工が,紙形抜き型の製造に応用され糸鋸による方法に取って代わりつつあ

るが,これまで不可能祝されていた一般金属板の打抜き型の製作に応用できることを明らかとした.

.I.は　じ　め　に

プレスによる打抜き加工は,異形輪郭を有する板状

の製品を量産する手段としては極めて適切な方法である･

プレスによる方法では,当然抜き型を必要とするが,打

抜き品の精度および品質は形の製作糖度で決まるため,

型の精度は極めて高いものが要求される.したがって高

精度の抜き塑製作においては,精密加工技術の粋が適用

されその生産が行われていると言っても過言ではなかろ

う.多量生産においては,型費が高くても問題は少ない

が,少量生産においては,生産コストに占める型費の割

合が増大し,製品価格の上昇を抱くこととなる･

最近抜き塑製作の分野では,ワイヤ放電加工が積極的

に取り入れられ,型製作面で大幅な合理化が行われてい

る.ワイヤ放電加工法による切断が2次元のくり抜き加

工を主体とする抜き型製作においては,極めて理にかな

ったものであることは言うまでもない.しかも図面より

輪郭をデジタルに入力すれば, NCコントロールにより全

く無人にて加工が行われる点は極めて強力な手段となっ

ている.また一方,最近の抜き型設計製作の傾向として,

cADにより抜き型設計を行わせ,将来はEi.れをCAMに結

びつけて,塑設計から製作までを含めた全体のシステム

の合理化を図ろうとする動きがある･

著者らは,ワイヤ放電加工の欠点である加工速度の遅

い点を,高速のレーザー切断に置き換え克服することが

出来ないものかと考え,本研究を開始した･もちろん現

在のレーザー切断加工が厳しい精度を要求される抜き型

加工にそのまま適用できるはずはなく,レーザー加工の

利点を生かし,その欠点を補う新しい金型構造を考える

必要があった.本報では,まずレーザー切断と,レーザ

ー切断による紙形抜き型の製作の概要を説明した後,金

属板の打抜き用の抜き塑製作にレーザー切断を活用し.

た例を示す.
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2,レーザー切断

2.1　レ-ザー加工

レーザー光は単色同一位相の光であり,指向性が鋭く

集束性が高いため,この光をレンズにより集束すること

により極めて高いエネルギー密度を得ることができる.

したがって集束したレーザー光を加工物表面に照射する

と,被加工材は瞬時に加熟され,溶融または蒸発する.

このようにレーザー光により,相手材料を局部的に加熟

して行うのがレーザー加工lIであり,エネルギーの集中

度に応じて,図1に示すように,表面焼き入れ,溶接,

穴あけ,切断,トリミング加工ができる.

レーザー加工は他の加工にはみられない特徴をもつが,

その代表的なものを列挙すると以下の通りである.

(1)穴あけや,切断等の除去加工では,高融点材や

硬脆材でも加工できる.

(2)非接触であるため,加工物を変形させず,また

透明体を通して加工することもできる.
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図1　レーザ-加工の種類と所要パワー密度(小林)i)
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(3)光学を利用した加工であり,電気的入力により

発振するため,加工の位置制御や自動化が容易である

(4)真空あるいは特殊な加工零困気を必要とせず,

装置が簡単で取り扱いが容易である.

2.2　レーザー切断

レーザーによる切断は,一般の溶断加工と同様,被加工

材を溶融蒸発させfi:がら, I,TT要輪郭形状に切断していく

もので,加工効率を上げるため切断時に各種のガスジェ

ットを噴射する場合が多い.一般に木材やプラスチック

スの切断では,圧縮空気を補助ガスとして使用し,切断

部の燃焼を防いでいる.また,特に酸化をさらう材料で

は窒素ガス,炭酸ガス,アルゴンガスなどの不活性ガス

が使用される.

一方,金属の切断では,主として酸素か補助ガスとし

て用いられている　酸素噴射によって加工速度が大幅に

増加することは言うまでもfj:いが,その他にも,切断面

粗さや縁たれ,熱影響域も減少し切断糖度の向上も達成

できる.

金属の切断加工では,被加工材の反射率などの光学的

性質や熟伝導率や沸点等の熟的性質がレ-ザー加工特性

に影響を及ぼす･一般に熟伝導率の高いCuやAlや表面

が鏡面に近く研摩されたものは切断しにくい.現在金属

切断用レーザーの種類としては,気休レーザーであるCO2

レーザーが用いられている･ CO2レーザーは波長が長い

(,i - 106FEm)ため多少切断効率は劣るが,レーザー効

率が高く,高出力が得られる利点もあり,また前述のよ

うに酸素を補助ガスとして用いることで切断効率の問題

を解決している.

3.レーザー切断による紙形抜き型

一般金属打抜き用の型製作について述べる所に,す

でに実用段階に入っているレーザー切断による紙形抜き

型の製作工程についてその概略を記そう.

紙形抜き型というのは,紘,宿,革,ゴん　プラスチ

ック等の軟質非金属材の切断用で,図2のように硬質平

板上に置いたシート板に,上方よりナイフ刃(スチール

･ルール)を押しつけ切断する.

この抜き型は古くからあるもので,ナイフ刃の固元手に

はかなり厚手の木製合板が使われている.型の製作手順

としては,合板上に抜き輪郭を描き,その線に沿って糸

鋸で切断し,切断続に輪郭形状に折り曲げたナイフ刃を

はめ込んで抜き型とする.従来この作図と構加工にはか

なりの人手を要していたが,これをNCレーザー加工に置

き換えることにより大幅な省力化と,工期の短縮が図ら

れた.

図3はホルダーの木製合板(ダイボード)の切断中の

写真であり,図4は縫切断を行った合板である.図の不

連続の構切りも鍍切断のようにいちいち下穴をあける必

要がない.実際の抜き型はこの様な溝加工を大きな合板

12

陛12　ナイフ刃突切り型

図3　レーザーによるダイボードの切断(エル･シー-シー

社)2)

図4　レーザ-切断された紙形抜き型用ダイボード(エル･

シー･シー祉)2I

上に繰り返し行い,大きなものでは一度に数十個以上抜

ける抜き型が使われる.図の例では275WのCO2レーザー

により18mm厚の木製合板に0.7mmの溝を毎分3mの

速度で加工している.切断速度が早いのと,繰り返しの溝切

りができることにより,大幅な合理化が達成されている･

実際のレーザー切断による紙形抜き型の生産システム2)

は,レーザー切断だけでなく,その前工程としてのテー

プの作成を含め図5のような形態をとっている･テープ

作成は通常の図形の読み取り処理と同類のものであるが,
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図5　紙形抜き型用ダイボード製造システム(エル･シー･シー社)

電話回線等を利用して,図面を送付し,レーザー切断機

と共用する体制ができている.現在では,抜き型の形状

とレイアウトが決まれば,図面を送付し,翌朝には切断

されたボードが配送されるという.

4.レーザー切断による抜き型製造の可能性

4.1　レーザー切断加工の長所

レーザー切断加工では,一般の切断加工に比べて高精

度の切断が可能であるばかりでなく,切断速度に関して

も加工精度を問わなければ,抜き型製作に広く用いられ

ているワイヤ放電加工よりも格段の高速加工が可能であ

る･表1及び表2は各種板厚のチタン政をノコ切断,レ

ーザー切断,酸素ガス切断,プラズマアーク切断,ワイ

ヤ放電加工により切断したときの加工速度と加工費の比

較を行った結果である･レーザーによる切断速度は通常

のガス切断の2-6.7倍にも達している.また,高速切断

が可能と言われているプラズマアーク切断との比較では,

被加工材が薄い程レーザー切断が有利となっている.こ

れに加えてレーザーによる切断幅は他の加工法より狭く

高糖度の切断ができるという利点もある.切断コストに

関しては,レーザー切断では設備費はかなり高いが,切

断コストは最も安価となる.この他のレーザー切断の長

所としては,電子ビーム加工やワイヤ放電加工のように

真空中や水中で加工する必要がない.ワイヤ電極やその

ための下穴加工が不要である等が挙げられる.

4.2　レーザー切断加工の問題点

上記のように,他の切断加工に比べて,レーザー切断

加工には種々の利点も多いが,同時に別の大きな問題点

が存在し,これらの解決なしには抜き型の製作に応用す

ることは不可能であろう.

(り　熱影響域の問題

レーザー切断加工は基本的には熟による溶断加工であ

るため,図6に示すように熱影響域4･5)を生じる.この熟

影響域は表3に示すように,他の切断加工に比べればか

なり小さいが,熱影響域は元来溶融凝固層を瑞面に持つ

表1各種切断法による切断速度の比較(I.良.Wlllaimson)3)

(輪郭切断,被加工材:チタニウム‥　戯鋼板による試算)

切断方法 兌ﾘｼ���&i�ﾉ7ｆﾒ�問��

被加工材板厚(mm) 

3 澱�12 

ノコ ��貳ﾂ�0.08 ��ﾃ�2�

レーザー �2���1.5 �����

駿東.アセチレンガス ��絣�0.5 ����R�

プラズマ.アーク ��絣�1.25 ��纈�

ワイヤカット戯 �����r�0.0035 ������r�

衰2　各種切断法による切断コストの比較(輪郭切断.チ

タニウム)3)

切断方法 ��ﾙOYN���6�8ｲ��切断コスト(ドル/m) 被加工材板厚(mm) 

3 澱�12 

ノコ �"ﾃ����4.5 澱絣�12.5 

レ-ザ- 涛bﾃ����2.1 �2ﾓb�3.8 

酸素.アセチレンガス �3津����2.2 釘���4.2 

プラズマ.アーク �3偵����2.1 釘�2�4.7 

表3　各種切断法による熟影響域および切断幅

(coherent杜)4)

切断方法 

レーザー 伜��h4�5ｨ6�8ﾈ92�プラズマ.アーク 

熟影響域 (mm) ���#R�����縱b�6.35 �"經B�

切断幅 (mm) ��繝������紊��2.03 途纉"�

急熟急冷層であるため焼き入れ状態に近い組織を持つ.

このため,この層はその硬度を図7に示すように通常の

13
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図6　レ-ザー切断による熱影響域(550W, CO2レーザー,

3.2 mm厚SK材)

(oasoz･･zBooN)>H雌世

600

-{トーイ1-工具鋼(3,2mm厚Slく材),酸素ガス

(P =550 watt)
-<ニー-イ一秋鋼(3,2mm厚SPH) ,酸素ガス

(P=550wat )
-●一一.一軟鋼(2,3mm厚SPH) ,圧縮空気

(P =275 watt)

0　0.1 0.2 0.30.40.50.60.70.80.9 1.0

切断面からの距離S (mm)

図7　レーザー切断面の硬度分布(CO2レーザー, P-275.

550W)

泉州V-

図8　焦点位置による加工穴形状の変化(革薄ら)6) (S35C.

′-20mm･照射エネルギ: 6.3J)
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焼き入れ可能な材料ではかなり硬くなるため,抜き型の

切刃として用いた場合,切刃のチッビングを起こす原因

となる.この熟影響域を少なくするには,パワー密度を

さらに上げるか,酸素ガスを噴射して切断効率を上げ断

熱的に切断すれば良い.しかしながら,放電加工ですら,

熱影響域の存在により金型に欠けやチッビングが生ずる

場合があることを考えれば,レーザーによる切断切刃を

そのまま工具切刃として使用できる程度にこの熱影響域

を減らすことは,ほとんど不可能に近いといえよう･

(2)切断精度不足の問題

レーザー切断は他の溶断加工に比べて高精度の切断が

できるといわれている.その一例として表3に切断幅の

比較を示すが,レーザー切断では通常のガス切断の半分

以下に承ることができている.この切断幅は切断速度を上

げれば減少するが,レーザーの容量が増せば大きくなる･

一方,この切断幅はレーザービームのスポット径:d(-I

･ 0-2.44 f･l/D,ここでf-焦点距離,0-開き角,

i-波長, D-ビーム径)で決まるため,焦点距離の短い

レンズを使用すれば,切断幅をより狭くできることにな

る.しかしながら,金属板の切断に用いられるCO2レー

ザーは波長が1 - 10.6/上mと比較的長いこと,及び作業

性の点であまり短焦点のレンズを使用できないことを考

えると,比較的大容量のレーザー加工機を用いても厚板

の切断では切断幅を0.1mm以下にすることは不可能とな

る.しかも,切口面にはテーパがつくため,ワイヤ放電

加工のように高い切断精度(切断幅≒0.3mm,テーパ無し)

は望めない.

この切断面のテ-パは被加工板が厚い程顕著に表れる

このテーパは図8のようにレーザーの焦点位置を調節し

たり,補助ガスに使用される酸素ガスの圧力を高めるこ

とにより,かなり酸善できるが,完全になくすのは容易

ではない.

また,レーザー切断でも,他の溶断加工と同様,金属

板の板厚方向に切断の時間遅れが生じるため,曲線部,

特にコーナー部では上面と下面の切断輪郭が一致せず,

切断精度低下の一因となる.さらに,切断面にはかなり

の粗さを持つ粂痕が残る.この条痕は図9のように切断

速度を遅くすることによりある程度は改善できる.また,

レーザー切断加工では,切断面裏面にドロスと呼ばれる

溶融金属が付着したり,切断初期のレーザービームの慣

通穴が残るという欠点もあるが,これらは酸素ガスの併

用によりかなり改善できることがわかっている.

いずれにしても,抜き型の加工には最低でも士0.05

mm程度の精度が要求されることを考慮すれば,将来に

わたっても,レーザー切断でこの寸法精度が得られるか

どうかははなはだ疑問である.

(3)　レーザー切断コストの問題

抜き型としての十分な強度を持たせるには,最低でも



32巻11号(1980 ll)

図9　レーザー切断による切口面(3.2mm厚軟鋼板, P-

275W,圧縮空気)

086　41

(tmu)　牡　蜜

2

1

0.8

0.6

SUS304,補助ガス:02 ��

速度760mm/∽in ● L{3500 �#����

/ ��
A ��
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0.2　0.4 0.60.81　　2　　4　6 810　　20

レーザパワ- (KW)

図10　レーザー出力と切断板厚の関係

10mm厚程度の銅板を切断する必要があろう･切断速

度を遅くしたり,補助ガスの圧力を高くしてやれば小春

畠のレーザーでもかなりの厚さまで切断可能であるが,

10mmの厚さを切断するとなるとl kW以上の高出力の

レ-ザ-加工機に依らねばならない(図10)･将来はと

もかく,現状ではこの程度の出力のレーザー加工機はか

なり高価であり,容易に購入できる段階とはいい難い･

もっとも,高速切断が可能であることから,十分な金型

加工の需要があり,稼働率が高くなれば,この経済性の

問題も解決されよう.

5.レーザー切断による抜き型の製作法

レーザー切断を抜き型製作に利用するには,以上述べ

た種々の問題点を解決する必要がある･問題点の中には,

技術的な改良が見込まれてはいても,根本的な解決がで

きないものが多かった.そのことは,ワイヤ放電加工の

代替としてレーザー加工を用いるというような単純な手法

では抜き型は製作し得ないことを意味している･したが

って,ここでは現在のレーザー加工の技術レベルを前提と

して,種々の工夫をして抜き型を製作することとした.

といっても,レーザー加工の特徴が失われては意味がな

い.しかも通常の抜き塑製作法にまさる利点をも併せ持

つことが必要である.つまり,レ-ザ-加工の高速性を

生　産　研　究　　513

図11レ-ザ-切断加工による顧層構造の抜き塾7)

生かし,レーザー加工を荒加工として利用することとし

た,

5. 1　レーザー切断による抜き型の構造

レーザー加工を用いることを前提に考えた抜き型構造

は図日のようなもので,基本的には薄板を積層した構造

となっている　その特徴を以下に示す.

任)パンチ切刃は通常法で加工及び仕上げた焼き入れ鋼

製のものを使用し,主としてダイス加工にレーザー加工

を利用する.

@　必要なレーザー加工機の容量をできるだけ小さくし

て経済性を持たせるため,また切断精度を上げるため,

必要な切断厚さを薄くする.したがって薄板金属をレー

ザー切断し,それを積層して厚さを持たせ強度を出す構

造とする.

@　レーザー加工の高速さを活用し,打抜き輪郭のみな

らず,外周切断,穴あけもレーザー切断によって行う.

できれば,図12に示すように抜き型構成部品のうちパン

チ切刃とボルト類を除くすべての部品をレーザーによっ

て加工する.

④　轟影響域の問題は,使用する金属板として焼き入れ

脆化のしにくい軟鋼を用いる.

(参　切断精度不良を補い切刃強度を増すため,ベイナイ

ト鋼を積層する手法を採用する.この積層抜き型8】の製

作法の概略と主たる特徴を図13及び表4に示す.

⑥　NCレーザー切断機を用い,抜き輪郭の入力のプログ

ラムを除いて,自動加工とする.

⑦　ダイス用の切断かすをパンチアジャストプレートと

して利用し,パンチ加工量をできるだけ減らしている.

5.2　型製作法

レーザー切断による抜き型の製作工程の概略9)を図14

に示す.また,これにしたがって実際に試作抜き型の製作

を試みた.使用したレーザー加工機はその仕様を表5に

15
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抜き型 畔ﾅ騫X6ﾔﾃｴﾂﾂﾘ6v亢�ﾘ*����岑ﾅ��侏頽H怦8ﾂﾘ5Rﾙ��&h自�xｸ騷x,Bﾙ[b�7�486�486xﾗﾈﾚｧDEuH+�(*ｸ��梯�

図12　抜き型加上におけるレ-ザー切断の利用

=-　二

一三一一一≡

トスダイ(粗仕上げ)] [ダイセットに組み付け]  [雷雲金属板の] [讐暮雪守讐雪禦精密型]

図13　硬質金属曲板積層抜き型の基本製作工程B)

憲二
1.型部品図　　　　　　　　　2.図形の人力　　　3. NCレーザーによる切断　　4.切断板の栂屑

5.上下型心合わせ
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(e)補助ベースダイ打抜き

6.クリアランスの最適化

7.ベイナイト鋼板杓層レーザー
切断型の完成

図14　レ-ザ-切断加工による多重銭層形式の抜き型の製作工程9I
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示すように紙形打抜き塾の製作に実用化されている比

較的低出力(275W)のCO2　レーザー加工機であり,柿

助ガスとして3-4 kg/cm2の圧縮空気を用いている･

木製合板切断用であるため,切断幅は0.7mmとかなり

大きい.また,送り方式はレーザーヘッド固定,テーブル

NC送り方式である.以下に上記製作工程の詳細を順を追

って説明する.

①　所要製品寸法と一致したパンチ(正確には0.04-0.08

mm小さ員)を通常法で製作する.この/.<ンチ厚さは10

mm程度とし,あらかじめパンチ固定用ねじ穴をあけて

おく.

㊥　NCレーザー加工機のテーブル送り用テープの作成

を行う.切断輪郭は所要製品寸法のままとし,同時に外

周切断および取り付け穴用バカ穴加工もプログラムして

おく.また,ベースダイ最上部の鋼板用に打抜き輪郭

よりやや小さく切断するプログラムも用意する･そのは

かガイドプレート,ダイホルダ(銅板+プラスチックス)

およびベイナイト鋼板(外周切断と穴あけのみ)のテー

プ作成も行う.このとき,各部品問の共通加工部は図15

のように入力し重複を避ける.

⑨　NCレーザー切断機により必要板材を切断し(図16),ぼ

り取りを行う.

④　レ-ザ切断板(図17)を療層して,パンチとダイスを

組み付机　プレス機械に取り付ける･この時ダイス側に

はノックピンを打ち,殻層板間の相対位置が変化しない

ようにしておく.

(共通加工部の選別　(各加工部の組み合せ-レーザー加工)

(税堀切刃用鋼板)

ie･-･q tD･El
(ガイドプレート)

図15　抜き塑鶴成部品とその人出方法
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本来は上下型の型合わせ後,ベイナイト鋼板を打ち抜

く工程に入るが,図14にも示したようにレーザー切断の

精度不足や切断幅が大きいため,ベイナイト鋼板に比し

て両工具間の隙間が大きすぎる(この場合は0.35mm/

片側)ことになり,うまく打ち抜けない･そこで以下に

示すような方法で隙間を詰めることとした.

⑨　オフセット切断によりパンチよりやや小さい穴寸法の

軟鋼板を用意し,切刃部のシェービングを行う(図14,

6-b)か,穴のあいていない軟鋼板を打ち抜く(図14,

6 -C)かして上下型の隙間を零にする.

⑥　同じく,レーザーで切断した打抜き輪隙穴を持た

ないベイナイト鋼板(図17-d)とガイドプレート,ス

トリッパプレートを組み付け,ベイナイト鋼板を打抜

き,零クリアランスの椅密な抜き型が完成する.図18は

このようにして作成したベイナイト鋼板切刃を抜き型よ

り取り出したものである.

以上のようにして製作した抜き型の外観を図19に,普

たこの抜き型によって打抜いた製品を図20に示す.

この抜き型に使用した銅板の厚さは2.3mm,切断速

度は100mm/mln,全体の切断に要した時間は約1時間

表4　硬質金属薄板蹟層抜き塾の主たる聴徴8)

長所 �%ｨ��

1.塾製作容易,短製作期間 ���6ﾘ6(4�4�4X6yW8�"�

2.低製作コスト 宙��x.闇�,Y�陌竰�

3.高強度 �"��ｹV佇ｩ|�,ﾈ*�*h.��R�

4.高寸法糖度 5.長寿命 6.ダイ再研削の省略 �2�5�49�ｸﾞﾈ,ﾈ-ﾘ,ﾈｬ�X峇�

表5　試作抜き型製作に用いたレーザー加工機の仕様及び

切断条件

レーザー 加工機 剏＠ﾞ �7�(8ﾈ�ｸ5X�ｲ�

発振出力 �#sUr�

焦点距離 ��S�ﾖﾒ�

切断幅 ��ﾃvﾖﾒ�

駆動方式 �8�6(4��x.�6X�ｸ7X8ｸｾﾉ:��

補助ガス 仭8ｴ2�

容畠 �3$ｲ�
コンピューター 剏瘢ﾈ互 にコEIF) �&�6�2�

部品名 儂ﾘ��ﾔ胃��剞ﾘ断速度 

ベースダイ他 �"�6ﾖﾗI>鞅ﾉL"��100mm/m舌n 

坊層切刃 ��綰ﾖﾗH7�486�486xﾗﾉL"��200 

ダイホルダ ���ﾗHﾖH�冑7)L"��250 

17



516　　32巻11弓･ (1980. ll)

図16　NCレーサー加工機による型部品の切断

固定用ボルト穴ピン穴(ドリル加工)

a)ベースダイプレート

(2. 3mm厚軟鋼根)

固定用ボルト穴

b)アジャストプレート

C)補助ベースダイプレート

(2. 3mm厚軟鋼根)

(ベースダイ切断かす)　d)切刃用ベイナイト鋼板
(0. 5 mm厚)

EJuコ一つ■工11　e)だ1,エ7'...LこJ
(2. 3mm厚軟鋼板)

∫)ガイドプレート

(28mm厚PVC)

図17　レーザー切断された抜き型構成部品91

半であった.これは,この程度の大きさの抜き型部品の

加工時間としてほ驚異的な早さであると言って良い.

6.順送り抜き型試作における製造時間と製造コス

トの試算

レーザー切断を用いて抜き型部品の加工を行う最も大

きfilメI)ットは型製造時間の短縮と型費の低減であろう.

そこで,図21に示す順送り抜き型を例にとってそれらの

試算を行った.

この抜き型では3.2mm厚軟鋼板を11枚切断し,その

うち8枚をベースダイとして,残りはガイドプレートと

18
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a.)切J)　　　　　　　　　b)抜きかす

図18　ベイナイト鋼如切刃(パンチによる打抜き後)

600　　　900　　　　　1 200

図20　試作型による打抜き品(08mm厚冷延鋼奴)

ストリッパプレートとして使用した.また,積層用硬質

金属板として, 0.8mm厚のスーパ-ベナイト鋼(Hv335)

の外周及び取り付け穴をレーザー切断した.これらの切

断には衰6に示す550WのCO2レーザーを用いたが,レ

ンズの焦点距離が100mmと短いため,スポットサイズ

をd≧0.2mm¢に絞ることができている.そのため,

切断幅も0.3mm以下に,すfiわち,パンチとベースダ

イの隙間を0.15mm/片側程度に抑えることができ,捕
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聖 劔劔剪�LL? ��ﾈ�ﾒ����ﾒ�

Ln r- 

包皮害 劍�ﾂ��+X+�B� �+ｦhｵI}�ｸ��

50 

卑ゆ 劔 

切り初めー 4555 劍�ﾈ�ﾒ�G"� ���.右ｸ-���ﾂ�ﾋ�籐?�ｫ2��20 ��凵ｾ- 亡､ 

40J80 

′ヽ 劔A ��

早 劔∨ ��� 儉rつ 

1540山｣ 劔劔劔 

270 

図21 a)型製造時間および製造コストの試算に用いた順送り型の構造川

/

ダイホルダ

図21　b)完成した順送り抜き型の外観日日

生　産　研　究　　517

ガイドプレート

図22 JIUl送り型による打ち抜き｡unと抜きかす10

(08mm摩冷延鋼板)

表6 Jlbj送り型製造用CO2レーザー仕様10)

種類 �4�8ﾈ�ｸ5X�ｲ�

発振出力 鉄S�r�

ビーム径 �<��&ﾖﾒ�

焦点距離 ��rﾓ���ﾖﾒ�

切断幅 薙��&ﾖﾒ�

補助ガス ��"�

駆動方式 �8ﾈ�ｸ5X�ｲﾘ64ｨ6宇霎i:��

馬区劫速度 ��ﾓ����ﾖﾒ�問�

19
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表7　順送り抜き型用部品の製造時聞及び製造価格10)

生　産　研　究

部品名 俤齏��板厚 ���&i}hｧ9+x+2�切断枚数 ���&i�ﾉ7��切断時間 ���&i%�幵�切断価格 
(mm) 中ﾖﾒ���'Fﾒ�問��(min) 宙冷�｢��(円) 

ペースダイプレ-ト 僖ﾘ路ﾗﾉL"�3.2 �#����8 �#���87.6 �#S��21900 

ストリッパープレート ���3.2 �#����1 �#���10.95 �#S��2738 

ガイドプレート ���3.2 ���#��2 �#���5.64 �#S��1410 

倍層板 �5��ｸ7��ｸ7�486�486xﾗﾂ�0.8 ��c�2�1 鼎���4.21 �#S��1052 

計 ��r� 都����12 ��108.4 ��27100 

助ベースダイは不要となった.各金型部品の切断条件と

切断時間及び切断コストを表7に示したが,切断時間は

1時間50分以内であり,その総切断コストも27,100円と

通常法に比して大幅に低減された.
一方,この抜き型により0.8mmの軟鋼板を打ち抜きそ

の寸法精度を測定した.製品と抜きかすの写真を図22に

示すが,製品はパンチより0.1mm程大きく打ち抜かれて

いるが,かえりの高さは最大でも0.01mmであり,懸念

されたわん曲深さも0.3mmでこのような大きな製品にし

てはかなり小さく抑えることができている･また,上記

のパンチとの寸法差も前述したように初めからこの分を

見込んでおけば,より減少させられることがわかってい

る.

7.結　　　　論

レーザー切断加工の高速加工性と硬質金属板積層抜き

型の高寸法精度とを組み合わせることにより,精密な抜

き型を極めて短時間に製造し得ることを見出した.普

た,これにしたがって軟鋼板の多重積層形式の抜き型構

造を考え,実際にNCレーザー加工機により抜き型の製

作を行った.

その結果,この手法によれば,抜き型製造時間と製造

コストの大幅な低減が達成し得ること,また,この抜き

型は以下に示すような特徴を有することが明らかとなっ

た.

(1)型精度はパンチ寸法糖度で決まるため,レーザ
ー加工精度が悪いことは問題とならない･

(2)切断時の急熱急冷によっても脆化しないようベ
ースダイ材に軟鋼板を用いた.さらに,軟質材であるた

めシェービングが容易である.

(3)積層構造であるため切断厚さは薄くて良く,そ

のため比較的低出力のレーザー加工機が使用できる･

(4)レーザー切断加工の高速さを生かして,鋼板の

外形切断からボルト取り付け穴加工まで,すべてレーザ
ー切断で行い経済性を高めている･

(5) NCレーザー加工織の採用により,すべての加

工を自動的に行い,大幅な省力化をはかっている･

(6)切刃はベイナイト鋼板であり,その強度と耐久

性及び高寸法精度が得られることはすでに保証されてい

る.
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(7)ベイナイト銅板積層型としての共通の利点,た

とえば熟練を要せず簡便に製作できる,型合わせの苦労

なしに零クリアランス型ができる,再研削が不要である

等の利点を持っている,

(8)　この抜き型構造を標準化すれば, CAD, CAMシ

ステムが容易に導入できる.

8.お　わ　り　に

今回の試作によって,レーザー切断加工を抜き型製作

に適用する上での問題点と,それを解決する-つの道を

明らかにすることができた.と同時に最近の技術進歩の

著しいレーザー加工機を考えると,あるいは,近い将来

レーザー加工により抜き型製作が行われる時代が到来す

るかも知れないとの感触を得た.特に紙形抜き型製作で

採用されている電話回線を利用した図面送付システムを

発展させ,打抜き品の図形とブランクレイアウトさえ

指定すれば,金型が自動設計され,ただちに金型部品の

大半が切断され供給されるのほ本研究者の夢である.

本研究を行うに当たり,レーザー切断装置をお貸しい

ただいた陶工ル･シー･シー及び住友電機工糞脚に,ま

た,実験に協力していただいた野口裕之技官,載豊樹氏

(大学院学生)に厚くお礼申し上げます.

(1980年9月8日受理)
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