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中村 明博（なかむら あきひろ）

□2000年中村精工に入社。射出金型の設計・生産管理の経験を積む。

□金型製造一筋だった同社にイノベーションを起こすため、2002年イタリアへ。
渡りスクーターの開発プロジェクトに参加。ローマを拠点に、イタリア全土
を飛び回る生活を数年送る。

□日本へ帰国後、取締役として中村精工㈱の新規事業の創出を進め、3Dプリン
ターを活用した金型の研究開発や部品加工事業の立上げを実施。

□2022年(株)関東製作所 射出事業部 副事業部長に就任。

□大阪大学工学部卒業。英国シェフィールド大学DIMコース終了
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3 VA/VEってなに？

【設計者・開発者が知っておくべき樹脂成形部品のＶＡ・ＶＥコストダウン技術セミナー vol.3】

設計者が知っておくべき、射出成形部品の設計のポイント①
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・サプライヤーとのチーム結成

・傾斜コアをモデルに
・製品設計のポイントとは？
・抜き勾配と寸法公差

・どうすればアイディアを発想しやすい体質になれるのか？
・創造性の過程を知る
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アジェンダ①

企画整理の重要性



なぜ企画の整理が大切なのか？

樹脂

機械 金型

ものづくりは3者の共同作業＝共創

プラスチック製品 ■ｺﾐｭﾆｭｹｰｼｮﾝによる知力創造
■Respect＆Teamwork
■知恵比べでアイディア増幅

Kick Offは樹脂＝開発・設計からスタート

全て内製モノづくりだと・・・
・経営理念 ・行動指針
・ブランド戦略 ・年間目標
→共通の目的・行動要件が備わっている

サプライヤーとチームを結成

作りたいものの
コンセプトを明確に



2006年2月発売
Design:Naoto Fukasawa
（「INFOBAR」も深澤氏）
Manufacture:TOSHIBA

コンセプトの共創から生まれた事例

②au design project 「neon」

◼ デザイン＞VA・VE

■究極のｼﾝﾌﾟﾙｲﾒｰｼﾞ
■一枚の板を2つに割って重ねた形
■ヒンジ部の外芯を隠す
■ヒンジ横幅と十字ｷｰ横幅同じ
■完全に垂直な面での構成
■抜き勾配なしなのにｽﾗｲﾄﾞ割り線なし

Point! デザイナーのこだわり

収縮

隙間

デザイナーのこだわりを
実現した革新的工法

①E6系こまち ヘッドライトカバー
→ｱﾙﾐの削り出し品を

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ＋ﾒｯｷに工法転換

■企画台数が500個打ち切りと
少量生産品

Point! 

■少量生産だからできる

斬新な型アイディアで
工法転換に成功

■E5系を基礎も単純に薄肉化した
モデルから検討
■他社は2部品化を提案
■開発の早い段階から打合せ
■生産数量を考慮しなんとか1部品で!



具体的にどんなことを共有すればいいのか？

■要求品質

■生産数
・月産数
・トータル生産数

・見える？見えない？
・寸法公差
・耐久性

・生産準備リスク
・保証領域はとこまで？

■責任区分

■金型材質

■工法

■解析の実施



アジェンダ②

抜き勾配とアンダーカット



駆動源
得意
ｱﾝﾀﾞｰ

苦手な事 図

ｽﾗｲﾄﾞｺｱ 型開き 外 ･万能型

傾斜ｺｱ 押出し 内
･ｽﾄﾛｰｸ
･作動方向への
形状規制

油圧ｺｱ その他
無理
難題

･ｻｲｸﾙﾀｲﾑ短縮

アンダーカット処理方法の復習



傾斜コアを詳しく解説

傾斜ロッド

傾斜コア製品
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

押出板(上)

押出板(下)

可動型

ｵｲﾚｽﾌﾞｯｼｭ

ｶﾞｲﾄﾞﾕﾆｯﾄ

成形機側押出ロッド

押出板にｽﾗｲﾄﾞﾕﾆｯﾄによって固定さ
れた傾斜コアは、穴を斜めのｶﾞｲﾄﾞ
に沿って動く



傾斜コアを設計する（金型設計）

ロッド径 最大ロッド角(°)

Φ16 10

Φ20 13

Φ25 15

B

D° 箇所 標準 理由

A ⁺3° コア戻り時の干渉防止

B 製品端末から⁺6㎜ バリ切り

C ロッド径⁺10㎜ 射出圧を受ける

D ロッド角⁺２° コア戻り時の干渉防止

金型設計標準例：

C

A°
【設計のPOINT】

＝型設計思想
■大量生産
①破損防止

→ロッド径
→干渉防止

②バリ防止
→バリ切り面
→摩耗

■耐ｰ射出圧
→主型との段差
→底面でうける

■作りやすさ
→バリ切り面
→調整のしやすさ



傾斜コアを設計する（金型設計）

収縮と隙間： 【設計のPOINT】
＝CADで表現しにくい要素の考慮

■Time
• 製品収縮は成形直後から開始して
いる

■Gravity
• 金型は縦向きで使用する
• 天側への作動と地側への作動では
対象でも異なる製品

型

収縮

※収縮によって逃げるコアを製品が追いかけてくる

例：PPの収縮率 10～25/1000
(種類・肉厚によって変わる。) 1000㎜の製品では?



傾斜コアの作動を考慮する①

■傾斜コアはアンダー量＋α動く
■障害物は

・リブ
・フランジ
・意匠形状
・など

ｺｱとﾘﾌﾞが干渉
■アンダーカット部の近くにリブを設置



傾斜コアの作動を考慮する②

■傾斜コア同士が作動後に干渉
■抜き方法の流れを作るのが望ましい
■傾斜コア以外の部品でも干渉の可能性

■アンダーカット部の近くにリブを設置 ｺｱ同士が干渉



スペースの奪い合い

◇押出板で部品が干渉

傾斜コアが設定できない・・・

金型はスペースの奪い合い

■金型設計の領域なので

▷早めのｻﾌﾟﾗｲﾔｰ選択

▷早期のDR

▷柔軟な対応



抜き勾配の復習

不具合発生

白化 変形
カジリ スレ

■冷却効果による熱収縮
■成形品の食いつき
■真空状態
■圧力開放による膨張

なぜ抜き勾配が必要？

勾配が少ないと････

■成形材料の種類
■成形品の形状、大きさ
■金型の構造、エジェクト方式
■金型面の表面仕上げ
■成形条件
■製品寸法精度要求
■肉厚

Point! 

抜き勾配を決めるファクター

型開き時 押出し時

一般的に抜き勾配はいくらにしたら
よいかを決めるのは困難
⇒一応の目安として標準値を決め、
状況に応じて増減



傾斜コアと抜き勾配

ウ

■イの面

■アの面
・勾配方向：傾斜コア作動方向
・勾配実績：13°

■ウの面

・勾配方向：抜き方向
・勾配実績： 2°

・勾配方向：抜き方向
・勾配実績：3°

傾斜ｺｱ作動

抜き方向

イ

ア



抜き勾配と寸法公差

なぜｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄを設けるの？

■デザイン意匠
■成形不具合防止
■取付け
■アッセンブリー

抜き勾配は
考慮されているのか？

・〇〇スキ
・爪の引っかかり量

■設計変更

■調整？
・モノと図面の一致
・現場でのトライアル

・無理な寸法公差？
・無駄な設変

・開閉？ギヤ？
・動く部品は一番やっかい

■繰り返し摺動

Point! 👇発生していない？👇



■製品設計：ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ⇔金型ﾒｰｶｰ：単品
■3Dデータの普及と2次元図面（相違）
■検査法、製品保証の解釈

抜き勾配と製品公差の事例①

1.4㎜±0.1

クリップ

板金

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ
PP製品

抜き勾配が必要！

傾斜ｺｱ
作動

1.4㎜±0.1 はどの箇所？

型構造：
製品図：

Point! 



抜き勾配と製品公差の事例②

相手物

PP製品ﾊﾟﾀｰﾝA: ﾊﾟﾀｰﾝB:

※ﾋｹ対策として肉抜きを実施した

傾斜作動方向

(0.3㎜) (0.3㎜?)
ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

■金型の構造によって勾配の方向が変わる
■狙ったスキ・値と一致しているか？
■予想と違うキシミ音、ガタツキ大

Point! 

傾斜作動方向

抜き勾配が必要！



アジェンダ③

VA・VEってなに？
どうすればアイディアを発想しやすい体質になれるのか？

創造性の過程を知る

SPECISL CONTENTS



VA・VEってなに？

VA：Value Analysis (価値分析）
VE：Value Engineering (価値工学）
⚫ 「価値：V」＝「機能・品質：F」/「コスト：C」の関係で製品やサービスの価値を捉
え、価値を最大化する（必要機能を得るための最小原価を求める）ことを目的と
した組織的活動

⚫ 具体的には図面や仕様書の変更、製造方法の効率化、発注先の変更などによっ
てコスト低減を行う。

⚫ VAとVE（Value Engineering）は基本的に同義であり、VEの発祥元がVAで
もあるが、製品開発（設計検討）段階から、価値の最大化を考えるVEに対して、
量産化している既存製品に対して、バリューチェーン全体の視野からコストダウンを
行う活動をVAとし、区別する場合がある。

ﾒｰｶｰからの提案事例



VA・VEの実施手順

■機能定義

・対象の情報収集
・機能の定義
・機能の整理

■機能評価

■代替案作成

・機能別コスト分析
・機能の評価
・対象分野の選定

・アイディア発想
・概略評価
・具体化
・詳細評価

■VA・VEの考え方
コップ

水をその場所に固定しておく 水を通さない物質で周りを囲む

別の手段で考える

その空間を0度以下に冷やして水が移動しないようにする

水にゼラチンを混ぜてゼリー状にする

アイディアの発想方法って知ってる？



IRIS OHYAMAさんのCM

“アイディア・発想”はVA/VEだけのものじゃない！
・ヒット商品
・開発
・再発防止対策
・リスクアセスメント



パンダって何色ですか？

『パンダ銭湯』（2013年8月、絵本館、ISBN 978-4871100861）

白と黒の2色なのは知っている

■耳は？
■おなかは？
■しっぽは？

“正しく”白と黒に塗れますか？

人はあらゆるものを
単純化(省略・記号化・言語化)して
認識・記憶しようとする



アイディアを発想することはなぜ難しいのか？

自己常識と思い込みが
豊かな発想を妨げる

▷Schema

▷Stereotype

▷Bias

スキーマ：無意識のうちの、ある決まったもの見方、考え方

ステレオタイプ：固定観念をもって見ること

バイアス：先入観や偏見で見ること

Point! 恣意性・虚妄性

人はあらゆるものを単純化して認識・記憶しようとする

■ありのままでない間違った認識

■省略された部分の不確実性

■経験は事実→過ちに気づきにくい

どうすればアイディアを発想しやすい体質になれるのか？

開発秘話を見てみよう！



開発秘話：レーザー・レーサー（SPEEDO社 LZR Racer）

2008年
北京オリンピック

レーザー・レーサーを着用する米国選手達

■縫い目がなくﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ素材
■締付力が強く体の筋肉の凹凸を減らす
■北京オリンピックでは世界記録23個
■北島康介2連覇 「何も言えねえ」
■個人契約と違約金なし
■2010年より着用禁止

■開発者はどのようにして“発想”したのか？

◇昼食中に
◇乾麺
◇茹で上がり

Spaghetti

ゆでる前の硬いスパゲッティーは真っ直ぐ
で、“ストン”と鍋のそこへ速く沈む。
茹でたスパゲッティーはぐにゃぐにゃで鍋
の中を水の抵抗を受けてゆっくり沈む。
👉もしからしたら、水着にも同じことが
言えるのではないか？



創造性の過程

洞察

最初の洞察が極めて大事！

浸透 醗酵 検証閃き

■感得的モード
■画を描く感覚で
■写真・動画で
■意図的に
■鍛錬 ■論理的モード

個人が、企業が
力を入れるべきPOINT

CF：アイデアを生むと言っても、口先だけで
は生まれない。これもやはり熱心であること。
寝てもさめても一事に没頭するほどの熱心
さから、思いもかけぬ、よき知恵が授かる。

ー松下幸之助



■現場至上主義

最重要行動要件

●トヨタ

●富士通

●リッツカールトン

現地・現物

三現主義

現場顧客主義

■空理空論を排除し、頭の中だ
けの机上検討に陥らない

■実証的経験主義に基づく発想
のための最重要行動要件

五感を意識的に使う
・人間は五感で思考する
・ニーズが合ったものでも、違和感が
あれば拒否反応

Point! 



５つのみる

見る

観る

視る

診る

看る

外部環境をみる。現実の大きな流れを捉える。

現物を見比べる。原因を究明する。

動きをみる。現場変化を捉える。

隅々まで五感で探る。影響をとらえ判断を下す。

将来変化を見守る。実行して思いやる。



記号化・言語思考の虚妄性

論理的
モード

感得的
モード

論理的
モード

テスト

KPI

・学生時代から・・・

・社会人になっても・・・

・仕事によっては・・・

数字が仕事

◇生まれた時はそうでない

感得的
モード

こちらばかりを
鍛える環境

CF：幾何学を知らぬもの、くぐるべからず
ープラトン/アカデメイア

論理的モード 感得的モード
どちらも高次元で！

Point! 大事なのはバランス



“＋α” 不常識な発想

違いの発想を心掛ける＝独創性を生む、そしてユーモア

『パンダ銭湯』（2013年8月、絵本館、ISBN 978-4871100861）



ご案内

■ご質問がございます方は、アンケート用紙に質問の記入をお
願いいたします。後ほど弊社よりご返信させて頂きます。

■本セミナー終了後にアンケート用紙を配布させて頂きます。何
卒ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

展示会

アンケート

ご質問について

2022年10月5～7日 ものづくりフェア2022
会場：マリンメッセ福岡A館・B館



参考サイトのご紹介

参考資料もDL可能！



DLできる参考資料


