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Ⅰ

はじめに

はじめに

板金設計の基礎

板金の設計に関して、製作メーカーの立場で、今回、この冊子発刊に挑み、少しでも設計者の

皆さんに意識して頂く事で、コスト削減、品質UPの一助になればと考えております。私共は、

25年にわたり、自動車のプレス部品試作を主体に、様々なプレス・板金製品を扱っており、そ

の経験・知識を活かせてもらえれば幸いです。

一言に、板金と言っても、

事故した自動車の外観ボディを元の形状に戻す ・・・・・ 自動車板金

屋根やオーダーでダクトや厨房を作り上げる ・・・・・ 建築板金

を創造されることが多いのですが、ここでは、機械板金を主体に、プレス（金型）加工との関係

性も絡ませて話を進めさせていただきます。

上で述べた自動車板金や建築板金と言った製品は、使われる現場が身近にある製品が多く、熟

練の職人が作り上げるイメージがあるため、想像されやすい。それに比べ、機械板金で製作され

る製品は、様々な工業製品に形を変えるのだが、製造現場と使用現場の距離感が大きく、イメー

ジされにくいため、製作の際に設計者の図面指示に頼ることが多く、設計者の意図を製造者サイ

ドに理解してもらうことが、コスト、品質に影響し、トラブル防止に繋がる。

ところで、板金加工とプレス加工の違いは何であろうか？

この２つは、密接に関係しており、境界は明確でない。LOTサイズによる加工方法の違いとして

考えるのが一般的です。

板金加工 ・・・・・・汎用型を利用したLOT加工

プレス加工・・・・・・専用金型をプレス機械に取り付け大量生産加工

設計の段階としては、機能面を維持しながら、LOT数に考慮した加工方法も考慮していくことが、

コスト削減につながります。

設計の際、２つの観点からコストを考えていかなくてはいけません。

① 設計機能上、形状・材質等の必要スペックの洗い出しによるコスト低減（トップダウン）

② 加工方法や工程を考えた製品のコストの低減（ボトムUP)
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Ⅰ

①-1 板金の基礎(塑性変形）

①-1板金の基礎

薄板を常温で塑性変形(切断や曲げ）させ、様々な形状に加工する事を総称して呼びます。

板金設計の基礎

材料に、外力が加わると変形しますが、荷重の作用のしかたにより、変形の状態を5つに分類

できます。(a)引張り、(b)圧縮、(c)せん断、(d)曲げ、(e)ねじり に分類できる。

絞り

せん断

曲げ

板金は、このうち ‘絞り’（引張り、圧縮）、‘せん断‘、’曲げ’ の 3変形が基本となります。

板金
（プレス含）
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Ⅰ

①-2 板金の基礎

①-2 板金の基礎

板金設計の基礎

①で示した板金の3変形は材料力学の基礎であり、変形する事象を「力のつりあい」と「モー

メントのつりあい式」とを立て、応力の理解を進める工学になります。

板金で生じる事象は、「材料の性質」と「働く応力」の関係を理解することで、「板金」への

理解が進み、作業工程の裏付けになります。重要と思われるキーワードを下記に示します。

引張り強度

材料固有に持っている強度で、【引張り試験】により求められる。
せん断、曲げの際、参照となる数値である。
(降伏点、耐力、参照）

（最大引張り荷重）÷ (もとの断面積）＝（引張り強度） です。
単位は、Pa＝N/㎟ になります。

せん断抵抗

引張り強度のおよそ８０％の値が代用される。材料固有の値になります。
抜き加工の際の荷重を知るうえで、目安で使われます。

P＝L・t・S
P：せん断加工力（Ｎ） L：加工周長（mm）
t：板厚（mm） S：せん断抵抗（Ｎ／mm2）

曲げ加工力や絞り加工力を考える際にも、せん断加工力を算出するのと同様に
引張り強度をベースとして、素材長さや、板厚など様々な係数から算出される。
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Ⅰ

②板金の３分野

板金は、工法的にみて、３つの分野に大別できる。

①形状試作板金 専用金型(プレス）などを利用した３次元形状の成形を主体として進める加工

②精密試作板金 コストを極力抑えた２次元での成形を主体として進める加工 (高精度）

③一般板金 特殊な成形を必要としない機械・設備カバーや建設・建築向け加工

①,②をトータルで試作板金と呼び、一般板金と棲み分けをしている。

①、②、③それぞれ、工法的に共通する部分も多いのだが、業界に特化した製作メーカーの場合、

品質面、コスト面、設備面で対応できない場合も有るので、注意が必要である。特化した分野を

念頭において発注先を選定することも、大変重要である。

②板金の工法別３分野

③

一般板金

②

精密試作板金

①

形状試作板金

自動車向け 弱電・機械向け

工作機・設備

製缶板金
建築板金

板金設計の基礎
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Ⅰ

試作板金加工における二つの工法

試作板金には、大きく分けて２つの工法(進め方）があると考えています。

製品独自にプレス金型(簡易）を製作し、成形加工を主体に考えて進める ①形状試作板金と、汎用

金型や汎用マシンを駆使して、専用金型を製作せずに進める②精密試作板金の２つの工法になり

ます。 ①形状試作板金 自動車・農機プレス部品 が中心

②精密試作板金 電機・機械などの重・弱電部品、工作機械部品

③試作板金の 2 工法 （技術）

①形状試作板金

３次元形状の成形を前提とした製品の加工方法になります。積層金型やZAS型などの製作・プ

レス加工を行い、必要な形状を作り上げてから、穴や、トリムライン(外周）などの加工を行います。

もちろん、汎用金型等で代用できる場合も有るかもしれませんが、基本的に成形向けの道具を

準備して製品加工を進めるという工法です。主に、自動車・農機プレス試作部品 向けがこれに

相当します。専用金型等が必要になり、コストもかかりますが、量産部品（大ロット）の製作を前

提とした不具合の洗い出しという側面もあり、自動車関連試作では、９５％ この工法になります。

（開発の設計初期段階においては、プロットタイプ用に、ハンドワークによる叩き出しや溶接に

よる繋ぎ合せて形状作成する場合もある。）

②精密試作板金

汎用のマシン・金型を駆使して、２次元の平板の展開段階で成形を行い、プレスブレーキ等の汎

用機で製品形状を作り上げるという工法になります。２次元レーザー加工機やNCT加工機を活

用し、低コスト金型の活用、部分的な簡易型等を利用する事で、製品専用の道具にコストをかけ

ない手法になります。初期費用を極力抑えて製品を得る事ができます。少ロット製品の場合、こ

の工法のまま、量産へ移行する事もある。

板金設計の基礎
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④-1代表的なプレス・板金・切削機械
Ⅰ

穴あけ、削りを多数の工具で加工可能、 ３次元形状加工が可能
◆マシニングセンター

◆タレットパンチプレス
通称タレパン： 金型の組み合わせで切
断・穴加工を行います。

◆シャーリングマシン
金属の板を切断する機械（せん断）

◆３次元レーザー加工機

レーザー５軸加工が可能なため、３次元形状のカットに利用

板金設計の基礎
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ベンダー加工機とも呼ばれ、上下・V曲げ金型にて曲げる機械

◆プレスブレーキ

有効ストロークが高く、絞り加工に利用

◆油圧プレス加工機

④-2代表的なプレス・板金・切削機械
Ⅰ

NCT機能とレーザー機能 両方併せ持った複合加工機

◆ファイバーレーザー複合加工機

板金設計の基礎

10



Ⅰ

⑤板金の工程と流れ

先程も触れたように、板金の分野も３分野に大別されますが、要求精度や用途などに違いはありますが、

基本的には、下記に示すような工程を踏んで、１枚の鋼板から製品が加工されていきます。

⑤板金の工程と流れ

11.検査

1.工法検討
打合せ

2.金型設計 3.治具製作

4.金型製作

5.抜き加工

6.曲げ加工7.プレス加工
8.3次元トリム加工

10.塗装・組立

9.溶接加工

板金工程
流れ

板金設計の基礎
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Ⅰ

⑥板金設計のポイント

デザイン・機能性で抑えるポイントを確認 (工程の方向性）

板金設計の際、機能面・デザイン面で必要な項目を洗い出してから、設計作業に取り掛かる。細部

は気にせず、必要部位を大まかに盛り込んでいく。その段階で、成形形状や、曲面形状の必要性

を検討し、加工イメージを持って細部への設計に入ってください。量産数量やコストを見込んだ上で、

プレス加工主体なのか、板金加工主体で行くのか、方向性を決めてから進めていきます。

１

⑥板金設計のポイント

製品設計を行う上で、デザイン・機能性をキープしたまま、品質UP・コストダウンを抑える

【設計の進め方】を下記に示します。加工者サイドから見たポイントになりますので、全て

反映させる必要はありませんが、念頭におきながら設計する事で、コスト・品質が向上します。

用途に応じた素材・表面処理の選定

板金部品の用途としては、外観品(機械カバー、建築物）と構造品（BRKT、架台）の２種類に大別

される。環境や機能部に応じた素材の選定と表面処理の選択が品質・コストに大きく影響します

２

製品強度に応じた接合方法（溶接・組み付け）の選定

板金部品のそれぞれの使用用途・必要強度を見極め、最適な接合方法を選定する。溶接が必

要な個所かどうか見極め、強度の必要性に応じて、スポット等、各種溶接の採用を考える。強度

等の必要性が無い場合は、リベットやねじによる締結を考えます。

３

製品レベルに適した精度・公差の選定と幾何公差の活用

板金部品の必要とする精度、公差を見極めて、図面に反映する。一般板金公差を基準で設計

をすすめ、必要な部位のみ公差指示を盛り込む。また、板金のみでなく、全ての部品設計に言え

る事であるが、幾何公差による‘形状の定義’を盛り込むことで、トラブルの防止、品質UPを図る

ことができる。

４

設計の意図を図面に盛り込む

全ての部品設計に通じる事であるが、加工者へ設計の意図がわかるような記述を入れること

で、コストダウン、品質UPに繋がります。注釈・コメントの挿入、取り付ける相手物の明記、必要

寸法公差でサイズの定義などが、これに相当します。

5

上記５点を踏まえて設計に取り組むことで、コスト・品質UP効果を見込めます。

具体的事例をポイントごと見ていきましょう

板金設計の基礎
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Point

Before

After

リブやビードの目的が、単なる補強の

ためであるならば、形状寸法等は、製作

サイド一任にして、‘でき形状’を図面に示

すことで、初期費用を抑えれることがあ

る。特に、小ロット製品や試作段階のも

のなどに効果的である。１～２か所と限

定的であれが、ブレーキ曲げの際、補強

リブの製作は可能であり、コストダウン

効果あります。

① コストダウン（工法転換）

Ⅱ

ブラケットやステーなどの補強のため

に、曲げ部にリブやビード形状を作りこ

むことがある。リブ･サイズが大きい場

合や、形状寸法を明確に出したい場合、

リブ出し金型の準備が必要になり、初期

金型コストがかかってくる。

製品設計の際、補強用のリブや、ビードを図面に盛り込むことは、製品機能UPの上でよ

く用いられるが、コスト面を考えると難しい一面がある。金型製作をする大量生産品の際

は問題ないが、小ロットや試作製品時には、出来形状を図面指示する事で、初期コストの

発生を抑えることができる。汎用金型の延長で形状だしを行う。

補強リブ

補強リブ出し（金型からプレスブレーキ曲げ）

ブレーキにて補強リブ製作

①

補強用リブ

13



Point

Before

After

上記Beforeで①～③の部分は▽▽ (三

角ふたつ)条件で加工コストを算出してお

ります。コメント等ないと1か所幾何公差

を指示すると、全て機械加工前提の加工

にしてしまいがちである。近年レーザー

加工の精度も上がっており、レーザー品

質で良いか検討し、問題なければ、左記

のようにコメント等示すことで、コスト

ダウンが図れる。

Ⅱ

使用方法により、本当に必要な面粗度を

図面に記載することがコストダウンに繋が

ります。左記の製品ではワークのスリット

面粗度が、機械加工指示と読み取ります。

①で、▽▽(三角ふたつ)の指示が入ってい

ます。板金業者は図面においてこのような

指示がされていると②、③部分も機械加工

にて加工算出してしまいます。

精密板金をはじめ、機械加工においても必要以上の寸法精度や幾何公差が記載されている事が

あり、それがコストを左右しています。面粗度の指示がある場合は機械加工を行うしか方法が

ありませんが、面粗度が不要であれば、コメント等で製作サイドへ加工方法を促すことで、機

械加工からレーザー加工に置き換えることができ、コストダウンに繋がります。

切削加工からレーザー加工【工法転換】によるコストダウン

②

切断面はレーザーで可

③

1

2

1
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

隙間のある部位を防ぐ際 固定する場合は、

切削加工品ではなく左記のようなバーリング

加工を施した板に曲げ加工を行ったものを

使用することで、コスト削減が可能となりま

す。

この部品を採用すれば取り付けの際もＴＩＧ

溶接ではなくスポット溶接で済むので、

歪みも最小限に抑えることができます。

Ⅱ

他の部品と組み付け時、隙間のある部位を

防ぐ際、板金製品を固定する場合は、左記の

ような上部にタップを設けた部品を製作し、

溶接するケースがあります。この形状であれ

ば非常に丈夫に製作することができますが、

部品の製作にあたり、切削加工が必要な上に

溶接の手間がかかるので、コストが高くなっ

てしまいます。

切削加工よりも板金加工のほうが加工時間が短く、コストダウンを行うことができます。

上記のようなバーリング加工を行った板に曲げを行った部品を製作すれば、強度が不要であれば、

切削加工品よりもコストを削減させることが可能となります。

また、溶接によるひずみも抑えることが出来ます。

切削加工から曲げ加工（工法転換）によるコストダウン

③

下穴Ф3.3 Ｍ4タップ

15 10

Ｍ4BRタップ

15
10

15

① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

板金においてコストダウンを検討する際に

は、溶接方法を見直すことが先決です。たと

えばＴＩＧ溶接からスポット溶接に切り替え

を行うことで、ひずみが少なくなる上、作業

時間を削減することができます。ただし、そ

のままの形状ではスポット溶接に切り替える

ことができないので、上記のようにスポット

溶接ができるように設計を行っておくことが

必要です。

Ⅱ

板金において、左記のように板同士を溶接

する場合には通常ＴＩＧ溶接を行います。し

かしＴＩＧ溶接を行う際には溶接の手間と仕

上げに工数がかかり、コストアップの要因と

なってしまいます。さらに、２ｍｍ以上の板

厚であればあまり問題になりませんが、１ｍ

ｍ以下の薄物の溶接になると、作業者の技量

によっては穴あきなどの不具合が発生するこ

とがあります。

ＴＩＧ溶接からスポット溶接に切り替えることが可能であれば、作業時間を削減することができる

のでコストダウンに繋がります。スポット溶接を行う為には溶接しろを設ける必要があるので、設

計時に考慮しておく必要があります。板金においては、どのような溶接方法を採用するかで大きく

コストが左右されるのです。

ＴＩＧ溶接からスポット溶接に変更しコストダウンを行う

④

アルゴン（ＴＩＧ）溶接の構造は、
溶接と仕上げに工数が必要と
なる

スポット溶接構造

16

① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

強度を必要としない製品に関して、6角

溶接ナットから、スポット用ウエルド

ナット溶接に変更。溶接条件管理は、必

要になるが、溶接工数は、半分以下に低

減でき、コストダウンにつながる。

穴とナットの同芯位置決めは、溶接

ナットガイド(パイロット）で可能にな

る為、専用治具は必要なくなる。

Ⅱ

6角溶接ナットに対辺2個所溶接。

穴中心への位置決めには、専用にガイドピ

ン等の治具が必要になります。

強度を必要とする製品においては、一番

効果的な接合方法であるが、薄板や強度が

必要でない製品においては、歪みや、コス

トUP要因となる。

溶接強度が必要な製品では、対辺２カ所を溶接する接合がベストである。ただ、薄板へ

のナット溶接や、強度の必要のない製品に対しては、スポット用のウエルドナット溶接へ

切り替えることで、歪み低減と工数削減が可能になる。

溶接(対辺2個所）をスポットナット溶接に変更でコストダウン

⑤

スポット溶接に変更

溶接(対辺2個所）
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

レーザーパンチ複合マシンを所有する

板金メーカーと共に、成形加工のVA・

VEを検討することで、コストダウンを

考える。複合マシン金型による成形可能

な皿穴、リベット穴等採用する事で、大

幅なコスト削減、品質UPが期待できる。

下記のように注記を入れる

Ⅱ

レーザー加工後、ボール盤加工により、

穴面取り、タップ、皿取り加工を行って

いる。工程数が多くなり、品質も安定し

ない。ボール盤による手加工のため、未

加工不良や、加工高さ不良などの発生が

考えられる。ドリルの刃先管理や、高さ

突っ込みの管理が必要になる。

精密板金・製缶板金設計においては、外観品質にこだわるもの、機能性が保たれれば問題

ないものとで、加工への工数が大幅に変わってきます。外観に問題が無いものであれば、

皿穴やリベット穴等の成形加工は、複合加工機での加工を念頭におくことで、コスト削減

が可能になります。

工程集約（後工程の削減）で、コストダウン

⑥

プレス加工可
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

機能上問題のない場合は、他部品同様

に、レーザーやNCTによる穴・外形切

断加工後の曲げ加工へ切り替える。同一

マシンによる工程で製品の製作を進める

ことができるため、コストダウンにつな

がります。

Ⅱ

既製のアングル材を利用した方が工

数が減るため、コストダウンにつなが

ると思い、規格サイズのアングルに、

穴や切欠きといった加工の入った製品

設計を行っている。

加工においては、アングルやFBの加

工は、通常の板金部品とは、別のマシ

ン等で対応するため、工程数が、か

えって増えてしまう。

精密板金、製缶板金設計において、機能上、問題なければ、板への穴加工～曲げ加工とい

う工程設計が一番のコスト削減につながります。もちろん、機能上必要であれば採用すれ

ばよいが、その認識をした上で設計をすることが大事である。

アングル材を曲げ加工製品にして コストダウン

⑦

レーザー切断

曲げ加工でアングルへ
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

パーツとパーツを接続する際、強度が、

必要のない場合には、バーリング加工を

検討します。バーリング加工に切り替え

ることで、部品点数の削減と、工数削減、

レーザー複合機などによる工程集約が可

能になり、コストダウンにつながります。

溶接時に発生する歪みも削減できるため、

品質の安定化にもつながります。

Ⅱ

ナット溶接は、強度を確保できる反

面、溶接時の熱影響で、鋼板の歪みや、

ナット自体の歪み、スパッタの付着な

どの要因を引き起こします。

ナット溶接とバーリング(ねじ）加工の決定的な違いは、工程集約が可能かどうかです。

ナット溶接は、別マシンによる別工程ですが、バーリング＋ねじ加工は、ブランク加工と

一緒に集約することができるため、コストダウンにつながります。強度、耐久性に問題な

ければ、溶接からの切り替えで、大きな効果をもたらします。

ナット溶接

機能上問題なければ、
バーリング加工に変更

ナット溶接からバーリングに変更してコストダウン

⑧
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

プレス加工へ工法転換

外観見栄えの向上、プレス工法によ

り、初期投資は必要であるが、個数

単価を劇的に下げることが可能です。

数量、継続性を考え、状況に応じて

工法転換も選択肢の一つとして考え

てください。

Ⅱ

パイプ切断品と板材の溶接で製作。

溶接構造品のため、コスト高に

なっている。バリやカエリの処理

が必要になる。

製作ロットがまとまる場合は、プレスによる工法転換を視野に入れる。上記、エンジンマ

ウントカバーのように、比較的形状が簡単で、フランジの低いものにおいては、安価に金

型製作が可能ですので、一度検討する価値あり。

‘パイプ＋溶接‘ をプレスへ工法転換でコストダウン

⑨

21

① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

製品形状は違うが、製品高さや・R形状

が類似しており、配置の仕方によっては、

1つの絞り形状に収めることができること

がある。ブラケットなど、L/Rあるような

製品でも、同形状のものを二つ共取りが

可能なことが多い。多少の形状違いでも、

検討する余地は十分あり、初期費用を抑

えることが可能である。２パーツ１金型

を念頭に置いた設計が重要である。

Ⅱ

絞り形状のある２つのパーツを製

作するには、それぞれ金型を準備が

必要である。 初期費用がかかる。

製品設計において、絞り形状のある部品の製作には、初期費用が重むのが常でありますが、

同類のブラケットやステーなどは、組み合わせ次第で２パーツ共どりも可能な場合がある。

設計段階で、これを見込んだ図面製作でコストダウンが可能になる。

（2パーツ in １金型）でコストダウン

１つの絞り金型に２パーツ共どり

⑩

１ ２

①、②のパーツに対し
金型２型必要
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

成形部、異形状が多い場合は、必然的

に、プレス型の製作が必要になります。

製品形状に平面が多く、曲げポイント

が、直線的な製品は、板金製作を基本に

考えて設計する事で、製作者サイドに製

作スタンスが伝わります。

ロット数、どうしても必要な形状等、

考慮して、プレスor板金製作の方向性を

示すことで、コスト低減につなげます

Ⅱ

予定製作ロット、製品形状を考慮に入

れ、量産段階で、プレス加工で行うか、

板金加工で行うかを、あらかじめ念頭に

置いて、設計を行う。

成形形状の深い製品や、異形状を含む

製品は、プレス工法で加工。板金工法を

選択の際は、成形高さ5ｍｍ以下を意識

して、部品設計を行う。

製品設計においては、プレス成形を取り入れるか、板金加工で工程を進めるかを明確にし

て、設計者の工法に対するスタンスを示します。製作サイドに、金型製作を見込んだもの

か否かを示唆する事で、コストダウンにつながります。

プレス型製作にて

工法（板金、プレス）の明確化でコストダウン

板金製作にて

⑪
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

製品外形サイズに変更可能余地がある

のであれば、620φ->600φへ変更を考え

てみる。４尺巾から2個取りを行う事がで

きるため、歩留まりを大幅に改善するこ

とができる。この例でいえば、歩留まり

40％から73％へ、33％向上させること

ができる。

Ⅱ

板金製品の材料サイズは、一般的には、

４‘ｘ８’ や ３‘ｘ６’が使用される。

極端な例であるが、左記のようなミー

ティングテーブルのベースプレートが、

620φで設計されているため、定尺巾に、

最適な取り数で加工ができない。取り合

わせの良い製品が一緒に取れれば良いが、

歩留まりが極端に悪くなり、コスト高が

考えられる。

小量の場合は、致し方ないが、LOT数のまとまるような製品であれば、サイズを意識す

ることで、大幅な歩留まり向上、コストダウンが可能になります。材料巾、3尺、4尺、

5尺、定尺巾を意識した設計が、重要になってきます。製作者サイドに、設計者の意向を

示すことが、大切です。

材料サイズを意識して、歩留まり向上

4尺巾に収める

⑫

4尺巾に収まらない

テーブルベース
630

･･････P 
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① コストダウン（工法転換）



Point

Before

After

製品の外周には、必ず板厚の2倍以上も

しくは、（10ｍｍ程度）の桟幅を意識す

ることで、加工者への負担を軽くします。

材料に余裕があるため、加工プログラ

ム作成や、実加工時の負担が減り、コス

ト低減に繋がります。

また、加工部門との歩留まりへの考え

方が同じになる為、算出コストがぶれな

くなります。

Ⅱ

板金の外形切断や、穴加工の際には、

加工代や、つかみ代が必要になります。

最低限の桟幅を設けておかないと、加工

者から、その旨、加工問合せや製作不可

という事も考えられる。加工できる場合

も、必要以上の手間がかかり、工数

UP(コストUP)につながる。

桟幅のない材料からの製品加工は、切

断不良、寸法NGの原因になる。

製品設計においては、プレス成形を取り入れるか、板金加工で工程を進めるかを明確にし

て、設計者の工法に対するスタンスを示します。製作サイドに、金型製作を見込んだもの

か否かを示唆する事で、コストダウンにつながります。

製品周辺に桟幅をつける

製品の桟幅を意識した設計でコストダウン

⑬

製品が、3尺巾ぎりぎり
桟幅がほとんどない
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

フランジ長さを5倍程度に伸ばす

ことにより、V曲げ加工で製品形状

が出来上がるため、後加工の必要が

なくなります。大幅なコストダウン

が可能になります。

Ⅱ

曲げフランジ高さ板(外々)が、

板厚の5倍に満たない部分は、V曲げ加

工が難しい。フランジ長さを延長して

曲げ加工を行い、その後、切削加工で

フランジを短くするため、工数が増え、

コストアップにつながっている。

精密板金、製缶板金設計において、曲げフランジの高さは、重要なコスト要因の一つとな

ります。機械加工設備のない板金業者では、製作不可、あるいは外注加工になりますので、

リードタイム、コスト面で大きなデメリットになる為、十分考慮してください。

曲げ加工後切削加工必要

設計上問題なければ、
フランジ長さを板厚の5倍へ伸ばす

曲げフランジ高さを考慮して、コストダウン

⑭
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

上記表を参照に、板厚ごとに、曲げ位置と

穴の距離を確保することにより、穴変形の発

生を抑えることで、コストダウンをはかる。

Ⅱ

曲げ際の穴は、プレスブレーキ加工の際、

変形するため、なるべく使用しない。

あるいは、曲げ際から離して設計する事で、

曲げ加工後の穴加工工数を減らすことができ

る。変形可の穴であれば、その旨図面指示す

る事で、余分なコスト削減をはかる事ができ

る。

左写真は、板に穴加工後、V曲げしたものです

精密板金において、穴をあけた板を曲げる際、曲げの位置と穴の距離を十分保つ必要があ

ります。この距離がどうしても、保てない場合は、曲げ加工を行ってから穴加工を行うよ

うにします。工数アップになりますので、こうした加工を考慮に入れた設計を行う事で、

コストダウンにつなげることができます。

曲げ際に穴あり

曲げ際の穴を極力減らすことでコストダウン

⑮

穴変形の発生

板厚 最小 板厚 最小

0.5 2.0 2.3 7.8

0.8 3.6 2.6 8

1 3.8 3.2 10.4

1.2 4.5 4 13

1.5 5.2 4.5 14.4

1.6 5.3 5 16.8

2 6.6 6 17.5
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

バフ仕上げ必要な外観面を図面表

記することにより、必要な部位が明

確になります。加工サイドは、必要

部以外への配慮を減らすことができ

ますので、品質のUP、コストダウン

につながります。

Ⅱ

仕上げ面や、必要な加工面の指示が

ない。加工の際に、気をつけるポイン

トが無い。製品全体への漠然とした指

示になっており、表面の指示が無い。

精通した加工者であれば、表面等‘察し‘

がつくが、わかりずらい。

精密板金、製缶板金設計において、必要な外観面を単品図レベルにまで、落とし込むこと

ができると、品質の安定、コストダウンに大きなメリットが得られます。組付図からの情

報を単品図に反映させることで、製作サイドへ設計者の意図を明確にします。

図面に露出面指示 無し

外観露出面を図示することで、コストダウン

⑯

図面に露出面指示 有り

製品表面には、鏡面バフを施す
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

意匠、設計上問題が無いのであれば、

V曲げ加工で、曲げ干渉部分の穴を

失くすことで、曲げ精度が、通常の

製品と同じレベルになります。

既製品ではなく、抜き加工品がひつ

ようになりますが、精度出し、歩留

まりを考えるとトータルで大幅なコ

ストダウンが可能になります。

Ⅱ

既製品のパンチングメタルを利用して

曲げ加工品を作る際は、穴加工部分が

曲げ部にかかるため、曲げ寸法にばら

つきが出やすい。公差が大きく、誤差

が無視できるのであれば、その旨を図

面に注記する。

どうしても寸法精度が必要な場合は？

既製のパンチングメタルに曲げ加工を行う際は、寸法精度がラフになるので、注意が必要

です。設計上、平板で利用する方向が良いでしょう。曲げが必要な場合は、曲げにかかる

部分の穴を失くすことで、製品精度は保てます。

既製パンチ二ング製品を利用

設計上問題なければ、
曲げ加工干渉部分の穴を失くす

パンチングメタルの加工指示を
明確化してコストダウン

⑰
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

パイプ形状であれば、市場に流通している規

格品から選定し設計に反映させることがコス

ト 削減に つなが ります 。 市場 では SS 材

SUS材の規格が異なる為、それらを考慮して

設計する方が助かります。

Ⅱ

板金において、市場に流通している規格品

をうまく活用することで納期短縮とコスト削

減に繋がります。例えば左記の様な特殊な形

状以外は、市場に流通していない太さのもの

で設計を行うと、素材から三本ロールなどで

曲げ加工を行った上で溶接の必要がある為、

溶接の手間とコストが必要となります。

一般的に工業製品は規格品を用いるほうが、コストを削減できる事が多くあります。但しパイプ形

状のものは素材により、規格寸法が、微小に異なる為、鉄、ＳＵＳ、アルミなど、素材事に規格確

認をしながら設計を行なうと、納期、コストに大きな影響が出ます。

規格に無いパイプを使用する際は、材料購入→三本ロールによる曲げ→溶接→歪み取り→仕上げの

工程が必要となるので、コストと機能の兼ね合いから選択することが必要となります。

市場で流通性の高いパイプを採用してコストダウン

⑱

鉄規格：STKM

外形 板厚

20 1 1.5 2 3 4 5

21.7 1.2 1.7 2.1 2.5 2.8 3.7 4.7

25 1 1.5 2 3 3.5 4 5

25.4 1.2 1.7 2 3

ＳＵＳ規格：SH・SC

外形 内径

20 16 15 14 13 12 11 10 9

21.7 13.7 12.7 11.7 9.7

25 20.4 19 18 20 16 15 14 13

25.4 19.4 18.4 17.4 16.4 15.4
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

カバーなどの薄板製品の設計の際は、

必ず、取り付け部のベースやブラケット

の形状確認を行い、干渉等の意識をしな

がら設計を行う事で、トラブルや、追加

工などの修正費用の発生を抑えられる

Ⅱ

カバーなどの薄板製品を取り付けする際、

ボルトや皿ビスなどの締め付けが一般的

である。本体ベースやブラケットなどの

取付け部を意識することで、未然にトラ

ブルを防ぐことが可能である。

特に、皿ビス等は、取付部に逃がし加

工がないと、締結できない場合があり、

トラブル原因になりやすい。

カバーなどの製品においては、本体などへの取付け、意匠性（外観）が重要になってくる。

取付部を意識して、逃がしや干渉のチェックを行う事でコストダウンが可能になる。

取付けの際、相手製品に
干渉し、追加工必要

取付部の干渉を考慮・意識する事でコストダウン

カバー等取り付ける取付部の
逃がし加工を意識することで、

コストダウン

⑲

逃がしのC1追加工！
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

左記のようにタップ径を統一することがで

きれば、工具の段取り替えが不要となりコス

ト削減が可能です。

製品自体の組み付け時にも、タップ径を統一

しておけば組立時の道具が統一でき、 ネジ

も同一のものが使用できるので、トータルと

してコストダウンの可能性があります。

Ⅱ

加工削減を狙うには、同一の工具で加工で

きるように設計を行い、段取り替えを少なく

するように設計することが望まれます。左記

の図面では、M4のタップが３箇所、Ｍ3の

タップが1箇所となっています。

加工時、タップ径が異なるので、工具を変更

する、別のボール盤を使用するなどの段取り

替えが必要となり、コストアップの原因とな

ります。

設計する際には、加工方法を知りその段取り替えを少なくするような設計を行い、組立のことも考

慮できれば、品質の安定した製品を提供することが可能となります。上記の例では、タップ径を統

一により穴あけ加工の段取り替えを削減、組立時の作業性向上、部品管理コストの削減が可能な為、

コストダウンを行うことができます。

タップサイズを統一してコストダウン

⑳

３-Ｍ４

Ｍ３

４-Ｍ４
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

左記のように、事前に製品データ内に、板

厚方向をラインで示すことにより、設計サイ

ドのASSY時の確認と、確認作業の手間が省

け、コストダウンがはかれ、品質UPにもつな

がります。

Ⅱ

プレス加工が前提の部品については、3

次元データが支給されることが多い。特に、

自由曲面の多い製品は、サーフェスデータ

で送られるが、左記のようにサーフェスの

みで、板厚方向の指示が無い。図面等で指

示を確認する工数が必要になり、また、指

示の間違いや、製作サイドの解釈違い等が

多発します。

設計する際には、板厚の基準を明確にしておくことで、組み付け時の板厚考慮ミスを減らすこと

ができる。製作したデータを、いかに無駄なく製作サイドに渡すかが、品質・コスト・リードタイ

ムに大きく関わってきます。

サーフェスデータは、板厚方向を示して コストダウン

㉑
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

Ｃ0.3を図面指示することで、加工サイド

は、Ｃ0.3加工をどのように行うかを検討し、

コスト算出を行う。現実的に考え、Ｃ0.3を

記述することで、均一な加工が必要となり、

ハンドワーク加工では、問題があると考えま

す。公差等に問題なければ、【糸面取り】と

か、【怪我の無いよう十分面取り】という記

述で、大幅なコストダウンが可能である。

Ⅱ

バリ防止目的の為の指示、あるいは

組み付け性を考慮した図面指示と思わ

れるが、工数のかかる項目であり、過

剰品質になっていないか確認しておき

たい。

設計する際には、加工方法を知り、図面指示に対して、どのような方法でそれを実現するかを考え

ることで、コストダウンを行うことができます。Beforeにあるように、板金部品で、C0.2を板厚

面に加工する事は、手間のかかる事であり、もし記述するのであれば、加工方法（ハンドワーク

可）と示すことで、負担が減らせます。通常は、【糸面取り】等がコスト的にはベストである。

図面指示 one point でコストダウン

㉒

One Point
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

コストを削減するには、抜き・曲げ・溶

接のほかに組立工数を削減できるような工

法を採用する事が必要です。

例えば、組立時にワークが大きい時、

位置決めにはケガキを用いるのではなく、

左記のような ハーフシャー（ダボ）

フラットポジション を活用する事により、

高精度な位置決めが可能となります。

Ⅱ

板金においてスポット溶接を行う際や、あ

るいは溶接部品を取り付ける際、通常のケー

スでは位置決めを行う際にケガキを行います。

組み立てる部品点数が多くなると、ケガキ自

体の作業時間が多くなり、ケガキ線に合わせ

る作業にも時間が必要、作業者により品質が

変化してしまう可能性があります。

本体と部品の位置を合わせる際、最近では複合加工機によって行うなど作業自体の手間は軽減しつ

つありますが、組立などで部品同士の位置あわせ作業が頻繁に発生すると、ケガキだけでは不十分

です。上記のようにフラットポジション ハーフシャー（ダボ）を活用する事で、組立の際にも時

間を掛けることなく位置決めを行うことができます。

位置決めに【ダボ】を採用してコストダウン

㉓
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

簡易金型は初期投資が安価で済む方法な

ので、この寸法精度に合わせて設計を行うこ

とでコストの低減に役立ちます。具体的には、

精密板金の普通公差である±0.2ｍｍまで

寸法精度が許容できれば、簡易金型を採用す

ることができ、コストの低減が可能です。

（ＮＣＴ等のパンチ・ダイでの成形も同時に

検討）

Ⅱ

専用のプレス金型を用いた絞りを行うと、

±0.05と非常に高い寸法精度で加工を行うこ

とが可能ですが、絞り加工を行う板金加工品

においては、すべてが高精度に加工をする必

要がない場合があります。従って、その都度

新しいプレス金型を製作するとコストも高く

なる上、寸法精度の面においても過剰品質と

なります。

板金加工においては、その精度要求を高くすれば同時にコストも高くなる傾向にあります。

絞りを行う際に用いる金型も高精度の加工が可能ですが、試作品（少量生産）の場合は

要求精度を甘くする事で簡易金型の工法を採用することにつながり、初期費用を削減すること

が可能となります。

金型コストを低減する寸法精度で設計してコストダウン

㉔

通常の金型

精度 成形高さ 納期 コスト

±0.05 5mm以上 3～4週間 高

簡易金型

精度 成形高さ 納期 コスト

±0.2 3mm以下 10日程度 安

ダイホルダー付き上下金型セット

簡易位置決めによる簡易型
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

製品の表、裏を明記し、皿穴や、

リベット穴の寸法明細、使用する

メーカーを記入する事で、使用目

的のわかる単品図面になる。ASSY

図面を参照する手間が省くことが

できる。詳細を明記する事で、加

工不良が減り、組立時のトラブル

を防ぎ、コストダウンにつながる。

Ⅱ

単品図レベルでは、表・裏が明

確になっていない。使用するリ

ベット明細がわからないので、

SUB/ASSY図を参照しなくてはい

けないので、手間がかかる。皿角

度も明確にされていないので、加

工ミスを起こしやすい。

単品図を製作する際は、ASSY図面を参照にしなくても加工ができるようにすることで、

大幅に、コストを抑えることができる。単品図のみで加工明細が把握できれば、作業者の

ミスや、思い違いを大幅に減らすことができ、品質UP・コスト削減につながる。

詳細を単品図に入れこんで、コストダウン

㉕

120°皿

37

② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

パーツの突合せ部に、位置決め‘タブ’

を設けることにより、組み付け時のズレ

防止と組み合わせの際の作業性がUPし

た。パーツ精度が出ていれば、治具の必

要性が無くなり、組み付け性が向上する

ため、コストダウンが可能になる。

Ⅱ

パーツの突合せ部に、位置決めをす

る‘タブ‘が無い。突合せの際に、何かし

らの治具が必要になる。溶接の際、

パーツどうしを合わせる際、’ずれ’やす

く、作業性が悪い。

多数のパーツからなる板金製品においては、その組み付けやすさ、位置決めのしやすさ、

治具の必要性などが、コストに大きくかかわってきます。タブを設けることで、パーツ加

工の工数は増えるが、ASSY組み付けの際の寸法出しや作業性UPでコストダウンが図れる。

パーツの組み合わせに‘タブ’を使ってコストダウン

㉖

‘タブ’で位置決め

位置決めタブ無し
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② コストダウン（図面指示編）



Point

Before

After

転造TAPによるマシン加工を図面指示

する事で、タップの切粉、糸バリの発生

を削減できます。クランプ、高い位置決

め精度が可能になる為、ネジ精度不良の

撲滅が可能です。転造TAP(塑性変形に

よるTAP)の採用で、コストダウンが可

能になります

Ⅱ

ハンドタッパーによる切削TAP加工。

製品固定無し、クランプなしでの加

工の場合、ねじ精度が作業者の熟練

度により、 ‘ばらつく‘。

切削TAPのため、きり粉、糸バリの

発生要因となります。

パンチングメタルを採用する際は、専門メーカーの規格穴径、パターンを調べて製品設

計に反映する事で、コストダウンを可能にする。板金メーカーでの加工も可能であるが、

多連金型を保有している確率は低いため、コストUPに繋がる。板金メーカーを通じて、

専門メーカーへ手配ができれば、一番ベストである。

ネジ精度が必要な際は？ 複合機加工で精度UP！

㉗
TAPの多い製品

ハンドタップ加工
(タッピング盤）

切粉発生 糸バリ発生

複合マシンにて

転造TAP採用

切粉が出ない
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③ 品質UP編



Point

Before

After

本体に取り付けるボルトやビス形状に

適応した穴加工を図面指示することで、

外観品質が向上し、製作サイドに意識付

けができる。

意匠性UPと取り付け部分の汚れ付着の

防止にもなる。

Ⅱ

カーバーのような外観部品を取り付

けする際は、ボルトや皿ビスなど何か

しらの方法で締結を考える。ただ、そ

の指示の仕方を明確にすることで、簡

単に、品質UPを図ることができる。

図面に、設計意図を示さないと、単

に取り付けば良いという加工がなされ

てしまう。

カバーなどの製品設計においては、本体のベースやブラケットへの取付けと、外観品質が

重要になります。取付け部の加工指示を明確にすることで、意匠性UPが可能になります。

皿ビス加工部の見栄え

取付部の加工指示を明確にして品質UP

皿ビス用の穴加工を
適正に指示！！

㉘

皿ビス径以上の加工が施され、
汚れ等が付着しやすく、見栄え悪い

外観品質 UP

皿ビス径に合わせ
ストレート部加工
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③ 品質UP編



Point

Before

After

今回のものを溶接しなければならない場合

は、コの字形状ではなく、左記のように曲げ

加工を行ったものをスポット溶接します。こ

の方法を用いれば、スポット溶接によってあ

る程度強度も確保できる上、溶接の手間も軽

減します。さらに改善前の事例のような溶接

によって膨らむ、といったような熱によるひ

ずみも低減し綺麗に仕上げることができます。

Ⅱ

板金加工を行う場合、左記のようなコの字

を溶接するように設計すると、溶接の手間が

かかる上、熱によってひずみが生じます。具

体的には、溶接を行った裏面にひずみが生じ、

表面が膨らんでしまいます。外観を重視する

ような板金製品では、溶接の手間がかかる上

に外観が損なわれてしまいます。

板金においては溶接はどうしても必要な加工になりますが、溶接の方法には様々なものがあり、強

度・ひずみの可否・外観重視か否かによって適切な溶接の方法を選択することが必要です。薄板の

板金で溶接を行うときは特にひずみが発生しやすいので、通常の溶接（ＴＩＧ・ＭＡＧ）ではなく

スポット溶接を活用する事で品質UPが可能になります。

MAG溶接からスポット溶接を活用し品質UP

㉙

MAG溶接

スポット溶接

41

③ 品質UP編



Point

Before

After

溶接を行う際、板厚が1.5ｍｍ以下の場合

はＴＩＧ溶接では作業者の技量によって品質

が大きく左右されます。このような場合の対

処方法としては、設計上、薄さが必要な場合

以外溶接箇所は1.5ｍｍ以上の板厚にて設計

を行うことで歪みや穴あきを回避します。

Ⅱ

板金において溶接を行う際、板厚が厚い場

合は大きな問題になりませんが、歪みやすい

材質で、かつ薄板を溶接する場合は1.5ｍｍ

未満の厚さになるとＴＩＧ溶接では高い溶接

技術を必要とし、熱による歪みが顕著になり、

状況によっては溶接による穴が空くことがあ

ります。

薄板に溶接を行う場合には熱によるひずみの影響を受けやすいので、薄さが必要ない場合は1.5ｍ

ｍ以下の板厚のものを避けて設計することが必要です。薄板を溶接する際にはひずみの影響をより

大きく受けるので、できれば1.5ｍｍ以上の板厚を採用します。なお、どうしても薄板の溶接が必

要な場合は全周溶接を控え ピッチ溶接 に変更、又はＹＡＧ溶接を採用する事を考えます。

板金の信頼性を上げる板厚UP指示と溶接のポイント

㉚

1.5mm以上の板厚を採用

全パーツ板厚1ｍｍ
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Point

Before

After

レーザーパンチ複合マシンを所有する

板金メーカーと共に、成形加工のVA・

VEを検討することで、コストダウンを

考える。複合マシン金型による成形可能

な皿穴、リベット穴等採用する事で、大

幅な品質UPが期待できる。成形もプレ

ス加工で行うので、ばらつきも抑えられ

品質UPが期待できる。下記のように注

記を入れる事で、加工の自由度を上げる。

Ⅱ

レーザー加工後、ボール盤加工により、

穴面取り、タップ、皿取り加工を行って

いる。ボール盤による手作業のため、未

加工不良や、加工高さ不良などの発生が

考えられる。加工のばらつきが作業者で

大きくなり品質は安定しない。ドリルの

刃先管理や、高さ、突っ込みの管理が必

要になり、煩わしい。

精密板金・製缶板金設計においては、外観品質にこだわるもの、機能性が保たれれば問題

ないものとで、加工への工数が大幅に変わってきます。外観に問題が無いものであれば、

皿穴やリベット穴等の成形加工は、複合加工機での加工を念頭におくことで、コスト削減

が可能になります。

レーザーパンチ複合機の成形加工で品質UP

㉛

プレス加工可
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Point

Before

After

パンチングメタルは、専門メーカーが

数社あるため、規格品も存在する。既製

品でなくても、専門メーカーでは、多連

穴抜き金型などを保有しているため、オ

リジナルの製品であっても、穴抜パター

ンを規格に揃えておくことで、コストを

抑えれる可能性が出てきます。

Ⅱ

パンチング部材を設計の際、穴径や

抜きパターンを、設計者独自で考えて

製品に反映させている。

オリジナルにこだわる場合は問題な

いが、コストUPにつながる。機能上問

題なければ、規格パターンや穴径を考

慮したい。

パンチングメタルを採用する際は、専門メーカーの規格穴径、パターンを調べて製品設

計に反映する事で、コストダウンを可能にする。板金メーカーでの加工も可能であるが、

多連金型を保有している確率は低いため、コストUPに繋がる。板金メーカーを通じて、

専門メーカーへ手配ができれば、一番ベストである。

規格パターン・穴ピッチを採用して コストダウン

㉜

6φ千鳥9ピッチで加工
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Point

Before

After

左記のように、曲げ際に、‘にがし穴’

を追加することで、曲げ応力を逃がすこ

とができる。応力の影響を減らすことで、

必要な丸穴の変形を防止することができ、

加工工数の低減が可能になる。

品質ＵＰ＋コストダウンが可能

Ⅱ

曲げ際に穴加工がある場合は、左記

のように変形が懸念されるため、穴の

配置をずらすのがベストである。ただ、

どうしても配置したい場合、曲げ加工

後に、追加穴加工をドリル等で行って

おり、品質面、コストＵＰに繋がって

いる。

曲げ際にどうしても穴が必要な際は、曲げ加工後に穴の追加工で対応する。

パーツ強度等を検討し、可能であれば、穴の曲げ対辺に‘逃がし穴’を入れることで、

品質ＵＰ、加工工数の削減が可能になる。同様のケースは、曲げ際のみならず、成形加工

の近辺や、接近した穴加工の際に検討する事で品質の安定につながる

曲げ際の穴が必要であれば、逃がし穴を入れる
(品質ＵＰ）

㉝

穴変形を防げる

穴変形（曲げ影響）
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Point

Before

After

板金の組付けの際、代表的なものとし

て、アルミ＋鉄、アルミ＋SUS、鉄＋ア

ルミ 等の組み合わせパターンがある。

対策として、

①接触部に絶縁材を挟む。

②素材に塗装や表面処理を施す。

③電気を通さない材質へ変更する。

が考えられる。②が一般的かつ、安価に

できる対策の1つである。

Ⅱ

異なる金属を接触させて組み付けを行

う際は、電蝕に注意が必要である。

対策を打っていない場合は、左図のよう

に接触面に、通常より早く錆びが発生し

てしまう。異なる金属の電位差が大きけ

れば大きいほど、電蝕が促進されやすい。

電蝕とは、

違う金属が接触して腐食を促進する現象

電蝕は、錆びを促進させる現象で、耐久性を著しく損ないます。耐久性を必要とする航

空機や鉄道車両、建設機械などでは、特に注意が必要になります。アルマイト処理や、鉄、

ステンレスなどには、ジンクロ塗装が絶縁性を発揮し、効果的に電蝕を防ぐ効果あります。

耐久性をUPさせてくれます。

異種金属の接合部は、電蝕対策で耐久性UP

㉞

アルマイト処理
追加

アルミ

鉄＋メッキ

アルミ

鉄＋メッキ

ジンクロ塗り
追加
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Point

Before

After

溶接部に強度が必要のない場合は、箱

曲げなど突合せ部を‘片引き’にして、重

要寸法が、キープできるように展開をす

る。あるいは、図面指示にその旨を記載

し、製作メーカーに一任する。（あくま

で、突合せ部の溶接肉盛りが少量でOK

な事を前提にしています。）隅肉部分が

均一にでき、綺麗に仕上がります。

Ⅱ

突合せ部分を‘両引き’で展開加工して

いるため、溶接部分の肉盛りが増え、

溶接工数、仕上げ工数が増えている。

角部の仕上がりが、作業者でばらつく。

板金製品において、角部の品質維持・必要寸法をキープしたいのであれば、製品展開時に

突合せ処理を考えることで、改善できる。必要辺を基準にして、片引きで突合せを考えて

いく事で、寸法のばらつき、角部の仕上げばらつき減少、工数削減可能です。

板と板の突合せを考慮して、寸法キープ・品質UP

㉟

必要寸法出しやすい

突合せ(片引き）で展開

角部の仕上必要

突合せ(両引き）で展開

必要寸法
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Point

Before

After

応力が集中するようなカバーの端部は、

溶接肉盛りをあえて施工せず、逃がして

おく。振動が大きく発生した際、応力集

中する端部で溶接ビードが直接影響され

て、亀裂が生じやすい状況を防ぐ目的で、

カバーの耐久性を高める効果がある。

Ⅱ

板金製品において、角部の品質維持・必要寸法をキープしたいのであれば、製品展開時に

突合せ処理を考えることで、改善できる。必要辺を基準にして、片引きで突合せを考えて

いく事で、寸法のばらつき、角部の仕上げばらつき減少、工数削減可能です。

応力の集中する個所への溶接を逃がして耐久性ＵＰ

㊱

応力の集中する端部
割れの発生を防ぐため
溶接をしない！！

突合せ端部まで溶接施工
カバー端部まで、溶接施工し、ビード

肉盛りを指示している。振動が大きく発

生するような建機・重機カバーなどは、

応力集中する端部の溶接ビードから、亀

裂が発生し内部の溶接部まで進行してい

く事例が多く発生し、カバーの割れが早

く進行する。

端部から５ｍｍ範囲
溶接禁止！！
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Point

Before

After

タップ径の1.5倍のタップ長さが確保できて

いれば、機械部品の締め付けの強度は問題

なく確保することができる。

工具折損の確率を低くすることができ、

加工コスト削減が期待できる。またタップの下

穴を止まり穴でなく通し穴として設計すること

で工数を削減することができる。

Ⅱ

部品にタップ穴を設計する際、深穴タップを

径の3～4倍以上に深く設計しているケース

がある。一般にタップ径が長くなればなるほ

ど、工具折損の確率も高くなり機械加工の加

工費が高くなってしまう。通常タップの深さ

はタップ径の2 ～ 2.5 倍となり、例えばM6

であれば、深さは12 ～15mm となる。

タップ穴においては、タップ径とタップ長さが重要になります。機械部品のタップ長さは一般的に

タップ径の1.5 倍で十分な強度が確保できるため、タップ長さをタップ径に合わせた最適長さで設

計することで機械加工のコストダウンが可能となります。

5

タップ長さの最適設計による製品設計にて
コストダウンを行う

㊲

Ｍ径の3倍

Ｍ径の1.5倍

VER-UP版 ①② コストダウン（図面指示編）

貫通



Point

Before

After

可能であれば

同じ材質 板厚へ統一を検討します。

歩留り向上が見込め、

段取り工数も低減する為、

コストダウンにつながります。

Ⅱ

板金加工を行う場合、図面に異なる材質 板

厚を使用される際は、

複数の素材購入が必要となり

歩留りが悪化する事により

製品コストに影響を与える事になります

板金及び製品加工においては 投入重量が多いとコスト高となると考えられていますが、

外観 重量 など 考慮する点は様々ありますが、

同一材質、同一板厚を使用する事により、段取り低減、歩留り 良好となる事により

コストダウンが可能となります。

4

同一材質 板厚を採用しコストダウンを行う

㊳

異なる材質 板厚

部品表

品名 材質 板厚

① べ－ス SS400 2.3

② シャ－シ ＳＰＨＣ-Ｐ 2.0 

③ カバ－ ＳＰＨＣ-Ｐ 2.3

④ 丁番 購入品

⑤ ボルト 購入品

部品表

品名 材質 板厚

① べ－ス ＳＰＨＣ-Ｐ 2.3

② シャ－シ ＳＰＨＣ-Ｐ 2.3 

③ カバ－ ＳＰＨＣ-Ｐ 2.3

④ 丁番 購入品

⑤ ボルト 購入品

同一 材質 板厚

② コストダウン（図面指示編） VER-UP版 ②



Point

Before

After

今回のものを溶接しなければならない場合

は、溶接ではなく、左記のように曲げ加工を

追加しリベットにて結合します。

この方法を用いれば、溶接による手間を

大幅に 軽減できます。

強度の必用の無い製品には

作業時間を短縮出来、

コストダウンにつながります

Ⅱ

板金加工を行う場合、箱物形状を製作時、

一般的な接合方法 として

ＭＩＧ ＴＩＧ 溶接がありますが、

ＡＬ などの 溶接が難しいとされる

素材では、

溶接の手間がかかる上に外観が損なわれてし

まいます。

板金においては結合はどうしても必要な加工になりますが、結合方法には様々なものがあり、

強度・ひずみの可否・外観重視か否かによって適切な結合方法を選択することが必要です。薄板の

板金で溶接を行うときは特にひずみが発生しやすいので、通常の溶接（ＴＩＧ・ＭＡＧ）ではなく

リベット結合を活用する事で、コストダウンが可能となります。

2

リベット接合を活用しコストダウンを行う

㊴

溶接 接合

リベット結合

② コストダウン（図面指示編） VER-UP版 ③



Point

Before

After

部品曲げ寸法に 甘い曲げ公差を入れる事

で、小さな製品は複数個の曲げ加工で対応

する事によりコストダウンが見込めます。

Ⅱ

部品曲げ寸法が厳しい製品は小さな製品も

一個づつの曲げ加工で対応しています。

不要な部分に要求精度の高い公差を設定する

事により、加工費の上昇となります。

要求精度を甘くする事で曲げ加工のコストダウンが可能となります。

6

曲げ公差を考慮による多数個曲げにて
コストダウンを行う

㊵

製品1個曲げ

製品5個曲げ

② コストダウン（図面指示編） VER-UP版 ④



Point

Before

After

画像測定機を用いる事により図面の無い、

古い製品を加工する際、

測定ミス 勘違い 等を軽減させる為、

依頼後より短い時間で製品加工が可能です

ＣＡＤデ-タ作成を行なう事が出来る為、

以後 製作時 コストダウンが見込めます

Ⅱ

部品加工を行う場合、

左記のような現物を持ち込まれ同一の製品を

加工依頼を 近年多く相談されます

以前は 寸法測定 を行い

試作 修正を何度も行っていました

（ノギス ハイトゲ-ジ 角度計 他使用）

測定ミス勘違い により試作回数も多くなり、

コスト高となります

製品加工ににおいて、 何十年も前に製作されたものが、

現状不具合となり、ＣＡＤデ-タも曖昧な為、若年 設計者を悩ませています。

画像測定器を使用する事で、

短い時間で、正確な製品加工が可能となりコストダウンが可能となります。

1

画像測定器（ATOS）を使用し
品質UP ＆ コストダウンを行う

㊶

③ 品質UP編 VER-UP版 ⑤



Point

Before

After

酸素切断から窒素切断へ変更する事により、

歪みを大巾に抑える事が出来ます。

酸素切断に比べ、窒素切断は、入熱が半分以

下に抑えられるため熱影響が少ない。

又、専用の金型を準備する事により、

（歪み低減する金型）量産時のコストダウン

が 計れます

製品に複数の穴を加工を考える際には、

出図前に加工内容の打合せをする事により

コストダウンが見込めます

Ⅱ

板金においてブランク加工が必要になりますが、

ＣＡＤ上では 成り立つ形状も、材質 板厚 加工形状により、歪みの発生がある為、

複数の穴加工を行う際には、特に注意が必要です。 切断(加工）方法 専用金型を準備する事に

よりコストダウンが可能となります。

3

窒素切断（専用金型）によりコストダウンを行う

㊷
酸素切断

窒素切断

板金加工を行う場合、ブランク加工時、

厚み 1.0ｍｍ～6.0ｍｍの加工時

（レーザ-加工 アシストガス（酸素））

を行う際、

ブランクに大きな歪（5～10㎜）

が発生する事があります。

歪みを除去する為に、多大な時間を要します

カ バ - 等 の 放 熱 穴 を 加 工 す る 際 に

安易に穴加工を設定すると高額な部品となる

事があります。

③ 品質UP編 VER-UP版 ⑥



Point

Before

After
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Ⅱ
③ 品質UP編 VER-UP版 ⑦

工程見直しでメッキの仕上がり品質を向上

装飾用メッキ（ニッケルクロム、金、銀など）
を施す製品においては、曲げＲの内側
部分にメッキがつきにくい。
内側部分に “ムラ” ができやすい。

工程
① 製品 曲げ加工
② 全面バフ仕上げ（メッキ前処理）
③ ニッケルメッキ 施工
④ 内側 メッキ（メッキムラあり）

工程
① 製品 曲げ前（板の状態でバフ仕上げ）
② 製品 曲げ加工 （内側Ｒは、大きめに !!）
③ ニッケルメッキ 施工
④ 内側 メッキ（メッキ仕上がり品 ＵＰ）

製品にメッキを施す際の注意点としては、メッキの前処理の良し悪しで
出来栄え・“ムラ“ や ”光沢”に影響が出るという事です。光沢を出したり“ムラ”
が出ないようにするには、素材表面を十分に仕上げることが必要です。素材表面
を仕上げることが難しい箇所は、事前に仕上げるようにすると品質ｕｐに繋がります

板の状態でバフ仕上げ

曲げ



Point

Before

After
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Ⅱ
VER-UP版 ⑦

表面処理見直し(浸炭）でBRKTの耐久性を向上

衝撃のかかるＢＲＫＴなどでは、使用頻
度が多い場合は“表面の欠け”や“へ
たれ”が発生することが多い。
事例として、トランスファｰ金型内で、材
料の搬送の際に製品をハンドリングす
るグリッパーBRKTなど。
ＢＲＫＴ自体は、粘りがありつつ接触部
分は、硬度が必要な処理を求められる。
全焼き入れだと、脆さが出てしまう。

対策として、脆さをなくすため、SS400材を使用
して、浸炭窒化等の処理を表面に施すことによ
り、粘りがありつつ表面硬度を上げることが可
能になります。
浸炭処理の処理深さは、ある程度変えること
が可能ですので、事例以外にも表面硬度の必
要な部品や薄板板金部品などでの活用が可能
です。

製品の表面処理を変更することにより、用途に最適な部品の製作が可能です。
焼きの入らない SS400材などへ表面処理を施すことで、よりスマートな製品設計を
行う事が可能です。設計の 1 POINT レベルＵＰが図れます。
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Ⅲ

■主要技術

①主要技術・得意分野

早野研工では自動車業界向けのプレス品の試作加工を金型設計製作

から行ってきました。自動車業界でのコスト競争の中で、徹底したVA・VE

提案が求められ、対応する過程で技術と加工ノウハウを蓄積してきました。

現在では、3次元形状の板金・プレス加工品を中心に、独自金型による

工程集約の提案も行っています。

試作簡易金型設計製作による工程集約

早野研工は油圧プレス機と手作業による叩き出しを駆使した

試作品の加工を生業とし、板金加工業へと事業を拡大してき

ました。現在では、ZAS・スチール簡易金型を使用し、自動車

業界を中心に試作加工～量産加工までに対応しています。

簡易金型製作～試作加工まで対応

ロット

試作：1個～
量産：10～数百個

(月ロット）

加工

試作金型製作
プレス・板金加工
3次元レーザー加工
量産溶接加工品

機械精度

精度：5/100

材料

SPHC等の鉄系
ステンレス系
アルミ系
真鍮、銅

サイズ

板厚0.8㎜～6㎜

主要対応範囲
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②主要製品・製作事例

自動車試作部品

サイズ：400 ｘ 300 ｘ 50
材質：JSC 270C 板厚：2.6~3.2mm
ロット：試作 ～ 20 納期：20日
特長：金型製作から、プレス、3次元レーザー

加工により、単品製作―＞かしめASSY

農機具試作部品

サイズ：1200 ｘ 600 ｘ 600
材質：SPCE 板厚：1.6mm
ロット：10個
特長：量産前の立ち上げ、試作対応品

大物ワークへの対応も可能です

試作金型加工（ZAS型）

サイズ:1800 ｘ 600 ｘ 500
材質：ZAS 板厚：1.6mm
ロット：単品 (2工程 凹凸加工）
特長：自動車向け試作金型 対応品

急ぎ・大物ワークへの対応も可能です

溶接加工品(量産加工）

サイズ：700ｘ 500ｘ 400
材質：SPHC 板厚：2.3 mm
ロット：120/月
特長：18パーツからなる溶接構造品。

不安定な中空形状であるが、
ロボット溶接による安定した精度を実現

業務用エアコン試作部品

サイズ：800 ｘ 600 ｘ 500
材質：SGCC 板厚：1.2mm
ロット：5個 (試作）納期 6日
特長 パンチレーザー複合機加工

簡易型による成形プレス加工

業務用空調機 カバー

サイズ：400 ｘ 300 ｘ 50
材質：SGCC 板厚：1.2mm
特長：簡易型によるバーリング・ ビード出し。

プレスブレーキによるヘミング、曲げ加工
で最小限の金型製作で対応

板金加工品

試作金型加工品

アルミ検査冶具ベース

サイズ：2000ｘ900ｘ700
材質： A5052P 板厚： 3～12mm
ロット： 単品 納期 2週間
特長： アルミ角パイプ構造

検査治具の大型化に伴う
アルミ製ベースへ対応致します。
歪みを極力抑えた構造を提案。

ロボット溶接治具

サイズ：1300 ｘ 500 ｘ 300
材質： SS400 S50C SKD
板厚： 25～40 mm ロット： 単品
納期： 25～40日
特長： 月・数万個に対応する溶接治具。

足場関連製品・パイプと各種ブラケット
をスライド機構で組み付け。
接触部は、完全焼き入れ処理

溶接治具ベース

サイズ：900 ｘ 600 ｘ 500
材質： SS400 S50C
板厚： 25～40 mm ロット： 単品
納期： 25～40日
特長： 溶接治具ベースのMC加工

溶接構造品のマシニング加工
治具の設計～溶接マシニング加工ま
で一貫して加工致します。

溶接構造品
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4×8のファイバーレーザー複合マシンLC-C1AJを導入し、板厚6㎜までの

SUS材・アルミ部材等の高反射材に対する切断加工の生産能力向上

対
象

ワ
ー
ク

効
果

設計者
製品開発者

アルミ、SUS、
銅、真鍮など
高反射材料

レーザー切断加工品の
リードタイム短縮・高度化

対
象

ワ
ー
ク

効
果

設計者
製品開発者

成形形状のある
板金加工製品

プレス加工の工程集約による工
数削減によるコストダウン

6人の溶接工とロボット溶接機3台の充実した社内設備により、月産200ロッ

トまでの溶接構造品に対応。溶接から曲げ構造へのVE提案も対応。

対
象

ワ
ー
ク

効
果

設計者
製品開発者

溶接構造品の
中量産品の対応

複雑溶接構造品の加工
品質向上

自動車・建機等の業界に対して、ZAS型・直彫り型によるプ

レス加工とHWによる叩き出し、3次元レーザーを駆使した試

作品の納品をしてきました。現在では、設備導入により板金

加工業へと事業を拡大。自動車以外にも建機関連の案件を

獲得し、簡易金型の設計製作・プレスブレーキ・3次元レーザ

ーによる工程集約・コストダウン提案が可能となっています。

広い溶接工場と3台のロボット溶接機を保有し、溶接加工を伴う量産品へ

の加工対応を行っています。また、設備だけでなく溶接工一人ひとりが技術

ノウハウを持つことから溶接構造から曲げ加工への設計変更提案等、顧客

に寄り添った提案が可能です。

さらに板金＋溶接加工品だけでなく、2mまでの長尺品を取り扱える門型

マシニングセンタも保有していることから、機械＋溶接加工品の加工実績も

持ち、対応可能な加工の幅で顧客メリットを探求しています。

4×8のストッカー付きのファイバーレーザー複合マシンを導入することで板

厚0.8㎜～6.0㎜までのSUS材への加工はもちろん、アルミ等の高反射

材への切断加工の対応が可能となっています。これまではCO2レーザー加

工機により加工していた切断加工品に対して、スピード化・高精度化が可

能となり、岐阜県内では、希少な加工設備となっており、レーザー切断品

の量産加工ならお任せ。

Ⅲ
会社概要

③ＶＡ・ＶＥ提案・PR
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■主要設備一覧

ファイバーレーザー加工システム 門型マシニングセンタ ３次元レーザー加工機

■主要設備写真

設備名 メーカー 型式 加工能力 台数

ファイバーレーザー複合マシン アマダ
LC-2512C1AJ＋ASR‐2512NTK＋ULS-
2512NTK

プレス20トン
ファイバー２K発振器
ﾛｰﾀﾞ・ｱﾝﾛｰﾀﾞ,ﾃｲｸｱｳﾄ機能

1

３次元レーサー゙ 三菱 ML3122VZ2-20CF 2600*1700*600 1

３次元レーサー゙ 三菱 ML1515VZ20-20XF 1700*800*450 1

タレットパンチプレス アマダ EMZ-3510-M2 4’*8’加工 1

ブレーキプレス アマダ HDS5020 2000m/m 50t 1

ブレーキプレス アマダ FBD8025 2500m/m 80t 1

ブレーキプレス アマダ FBD5025NT 2000m/m 50t 1

ブレーキプレス アマダ RGタイプ 1200m/m 35t 2

セットプレス30トン 富士機工 ベータ 30トン 1050 ｘ 450 2

シャーリング アマダ M1245 1230m/mまで 1

油圧プレス 名興エンジ・金剛 MC-300 300ｔ～100t 3

アルミ高速切断機 増田精機 CS-100 300φ刃 1

ロボット溶接機 ダイヘン FD-B4-WB-M350L ALMEGA 3

TIG 溶接設備 ダイヘン DT-300PⅡ 350A 5

MIG 溶接設備 ダイヘン DM-350 350A 5

スポット溶接機 ナストーア 50kVA インバータ 50KVA 3

テーブルスポット溶接機 アマダ TS Ⅲ-SNT Hガン・Vガン 1000ｘ 800 1

門型マシニングセンター ＃10 北村機械 Bridge-Center８ 2000*1000*500 2

縦型マシニングセンター ＃3 北村機械 My center 3X 700*410*400 1

縦型マシニングセンター #6 OKK VM53R 1000*610*400 1

汎用機 （直立ボール盤・旋盤） 滝沢 3尺 1

ワイヤーカット放電加工機 ファナック α-1id 400*600*150 1

非接触3次元測定機 GOM社 ATOS Core Essential 500万画素 (500ｘ380) １

3次元CAD 日本ユニシス CADMEISTER V11.1 3次元 金型設計 2

3次元CAD DASSO Auto Desk INVENTER(インベンター） 3次元 治具設計 2

3次元CAD・CAM JBM Master CamⅩ マシニング用CAM 1

3次元CAD・CAM 丸紅情報システムズ TEBIS V4 3次元レーザー用ＣＡＭ 1

3次元CAD・CAM ＦＡサービス MetaCAM V10 2次元レーザー用ＣＡＭ 1

3次元CAD・CAM アマダ SheetWorks 板金用3次元CAD 2

2次元CAD・CAM アマダ AP-100 二次元展開ソフト 2

④-1 主要設備一覧
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■主要設備一覧

画像寸法測定器
(IM-7500)

コンパクトマシニングセンタ-
S700X1N

バリトリ機

■主要設備写真

設備名 メーカー 型式 加工能力 台数

ブレーキプレス（ハイブリッドベンダー） アマダ HG-8025 2500m/m 80t 1

ブレーキプレス（ﾃﾞｭｱﾙｻｰﾎﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾝﾀﾞｰ） アマダ EG4010 (角度センサー付き） 1000m/m 40t 1

スポット溶接機 電元社 50kVA 1

小型マシニングセンター＃ ブラザー S700-X1 500*400*400 1

小型マシニングセンター＃ ブラザー R650-X1 (ターンテーブル仕様） 500*400*400 1

バリトリ機 ㈱エステーリンク METAL-ESTE (1000mm対応) 1000*610*400 1

Dr Abe アマダ Dr Abe_Blank Laser 2次元レーザー用ネスティングソフト 1

ナット押し込み強度試験機 ㈱ナック NP-100 M10ナットまで測定可 1

④-2 主要設備一覧
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試作板金
VA・VE

技術ハンドブック

有限会社 早野研工

〒503-0965
岐阜県大垣市多芸島町1-86-2

TEL：0584-89-6598
FAX：0584-89-1186

本社

〒503-1301
岐阜県養老郡養老町小栗栖255-1

TEL：0584-33-0382
FAX：0584-33-0389

E-ｍail:hayano@quartz.ocn.ne.jp

養老工場


