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カシメ接合方法とは

「カシメ接合方法」は、製品を各部位毎に加工した後
に金属の塑性変形を利用して接合する方法です。常温
で接合を行うため、熱歪みや材料変質がなく、高精度
な製品を製作することができます。また、ひとつの材
料から作成するわけではないので、部品の各部位毎に
最適な特性を持つ材料を選択したり表面処理を行うこ
とができます。それらを接合することで、ひとつの製
品に複数の機能や特性を持たせることが可能です。

複数機能 ひとつの製品に複数の機能や特性を付加
高精度 冷間で加工するため、熱歪み無し
高強度 軸径Φ4で、抜け荷重6kN
省エネ 最小の加工機、最短の加工時間
省資源 各部位の大きさに合わせた材料使用
省廃棄 物切削を最小限に抑え、廃棄物削減
低コスト 各部位に適した加工方法の適用が可能

カシメ接合方法のメリット

カシメ接合方法のやり方

Step1

軸側に溝を設けた
2つの部品を組み
合わせる

Step2

位置決めた後、
端面からくさび状の
金型を押し込む

Step3

金型に押された金属が
軸側の溝に押し込まれる

Step4

溝側に押し込まれた
金属により、２つの
部品が接合される

代表的なカシメ接合方法です。
要求される抜け荷重や精度や製品形状および材質
により若干方法は異なりますが、常温で素材を
変形させて接合するという点は全て共通です。

部品を全切削から

部位毎に加工してカシメ接合
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他の接合方法との比較 カシメ接合方法のメリット・デメリット

接合方法

精
度

接
合
力

加
工
時
間

生
産
性

コ
ス
ト

総
合
評
価

カシメ
接合
方法

3 3 3 3 3 15

ネジ
締め

1 2 1 2 2 8

圧入 3 3 2 2 2 12

焼き
嵌め

2 3 3 2 2 12

摩擦
圧接

1 3 3 2 2 11

溶接 1 3 3 2 3 12

メリット
・異材質や異なる処理の部品同士を接合するため、ひとつの

製品に複数の機能や特性を持たせることが可能です。
・接着剤やロウなどの接合材を使わないので、人体にとって

有害となり得る接合材の使用を避けることができ、医療機器
に適しています。

・接合部に可動性を持たせ、接合部で可動機構を兼ねることも
可能です。

・カシメ痕の深さを計測することで、どのくらい溝に金属が
食い込んでいるかわかります。接合後の品質確認が可能です。

・金属同士だけでなく、金属と樹脂やセラミック及びワイヤや
スプリングなどを接合することが可能です。

・微小な塑性変形で接合するため寸法変化が少なく、高精度
組立が可能です。

・常温下での加工のため、材料変質や熱歪みはありません。
・常温下でプレスするだけなので、高速加工が可能です。
・接着や溶接に比べて破壊強度が安定します。
・溶接困難な材質も接合可能です。
・強度が必要な部分だけ素材を変更することが可能であるため、

高強度化も可能です。
・機械的な接合のため、破壊強度以上の荷重印加で分解する

ことができます。リサイクル性が高い接合方法です。
・各部位に適した大きさの材料を用いて部品を製造するため、

加工を最低限にできます。省エネ、省資源、省廃棄物、
低コストの加工が実現できます。

・接着剤やロウなど他の素材を使わないので、低コストです。

デメリット
・金型が必要となるため、数量によってはコストアップに

なります。
・金型で押すため材料が固い（ex.熱処理品）もしくは脆い

場合は接合できません。
・接合部に耐回転トルクが要求される場合には、別の解決案

をご提案させていただきます。 54



・ひとつの製品に複数の機能・特性を付加

ソレノイドプランジャを製造する際、磁性材料と
非磁性材料（＋窒化処理）を接合することで、
磁化しやすく、かつ、磁束漏洩せず軸受部として
使える表面硬度が高い製品を製作することが可能です。

磁性材料 非磁性材料
（＋窒化処理）

磁性と非磁性
両方の機能と
特性を持つ製品

磁化しやすいため、ソレノイドの可動部として使用可能

非磁性のため、磁束が漏洩せず、
表面硬度も高いため軸受部として使用可能

・ひとつの製品に複数の機能・特性を付加

製品の中で必要な部分にのみ処理を実施することが
できます。ある部分だけ硬くしたいがそれ以外の部分
は精度を要求したい製品は、硬くしたい部分だけ
熱処理を行いその後にカシメ接合することで硬くて
精度の良い製品を製作することが可能です。

加工のみ 加工後に熱処理
硬くて
精度の良い製品

加工のみで熱処理無し

鋼球が当たる部分は
熱処理で硬く

・全体を硬くするとネジ
が欠けてしまう

・熱処理代も高価
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・低侵襲医療機器の製作

有害な接着剤やロウ等を使わないカシメ接合は、
①低侵襲
②安定した接合強度
であるため、注射針などの医療機器製作にも適して
います。

カヌラ

・溶接や接着が困難な製品の製作

溶接や接着が困難な小型の製品でも接合することが
できるカシメ接合は、カテーテルなどの医療機器
製作にも適しています。

針基

接着材を使わず、水密性も高い注射針

樹脂チューブ(外径Φ1.1)

ステンレス針(外径Φ1.0)

樹脂チューブと金属部品接合

ヨリ線ワイヤーと金属部品接合

ステンレス部品

ヨリ線ワイヤ(Φ0.5)

NiTiワイヤ(Φ0.2)

ステンレス部品(Φ1.0)

極細ワイヤーと金属部品接合

異種金属パイプ接合

ステンレスパイプ
(外径Φ0.7)

NiTiパイプ
(外径Φ0.7)

コイルシース
(外径Φ2.1、線径Φ0.4)

ステンレス部品

コイルシースと金属部品接合
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・精度が高い製品の製作

液体を通すためのノズルは、真円度が高くなければ
液漏れが発生します。しかし、ノズルが多数取りつい
た形状の製品をフライス加工で精度良く加工すること
は困難です。カシメ接合は、接合後もほとんど変形
しないため、ノズルと取付台を別々に加工してから
接合しても、真円度の高いノズルが多数取付けられた
製品を製作することが可能です。

穴付き部品

・可動機構を持つ製品の製作

自動調心機構など可動機構が必要な製品は、頭部を
丸くしたピンを穴の中に入れて緩くカシメ接合を
します。この方法により、ピンなどを使わないで可動
機構を持たせることが可能です。

頭部が
丸いピン

可動可能な製品

カシメにて接合した製品
構成部品が少ないシンプルな構造

すり割り部にピンを挿入した製品
構成部品が多く複雑な構造

取付台切削加工で製作した
精度の高いノズル

精度の高いノズルが多数取付けられた製品
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・強度向上や軽量化を図りたい製品の製作

鉄材から全切削で製作する製品は重量も大きく、加工
も大変です。アルミ材からの全切削にすると、軽量化
は図れますが、必要な強度が出なくなってしまいます。
よって、強度が必要な部分を鉄材、それ以外の部分は
アルミ材にして接合することで軽くて強度が高い製品
を製作することが可能です。

アルミ全切削加工
⇒軽いが強度不足

鉄全切削加工
⇒強度はあるが重い

軽くて強度が
高い製品

強度必要部

鉄材アルミ材

・部位によって特性を変えたい製品の製作

板材の端面に硬いピンを精度良く取り付けたい場合、
プレスのピン出し加工では硬度を出しにくいことが
あります。変形が少ないカシメ接合を用いて、切削
加工後に熱処理をしたピンを板材に接合することで、
板材に硬いピンが精度良く取り付いた製品を製作する
ことが可能です。

取付台
切削加工＋熱処理で
仕上げたピン
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硬度の高いピンが取付けられた製品



・薄板製品の製作

異種金属の薄板を接合するような製品は
①溶接はうまくいかない
②圧入では圧入代が少なすぎて抜けやすい
などの不具合が発生する場合があります。
カシメ接合は、常温下で塑性変形させて接合するため
熱歪などが発生せず、また、肉を食いこませている
ため薄板が抜けにくくなります。

アルミ薄板

・ケースの製作

ケースを製作する場合、絞り加工では変形が大きくて
精度を出にくい場合があります。カシメ接合であれば
接合後もほとんど変形しないため、精度を出したい
部分だけを切削で加工して、空洞部分は管材を接合
することにより、精度の高いケースを製作することが
可能となります。

管材 切削加工
銅薄板

使用例：バッテリーの電極等

精度が高いケース部品

+ －
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・部分的に精度が高い製品の製作

板金部品に精度の高いピンを取り付けたい場合、
溶接などの接合方法では歪が出て精度を出しにくい
ことがあります。変形が少ないカシメ接合を用いて、
予め切削加工と研削加工で精度良く仕上げたピンを
板金部品に接合することで、高精度部品の精度を
損なうことなく精度の高いピンが取り付いた板金部品
を製作することが可能となります。

板金部品 切削加工＋研削加工で
仕上げたピン

・接合が困難な製品の製作

薄板に細いシャフトを接合するような製品は
①溶接では熱歪が出たり、材料が変質する
②圧入では圧入代が少なすぎて抜けやすく、また、

圧入時にシャフトが曲がってしまう
など、接合が困難な場合があります。
カシメ接合は常温下で塑性変形させて接合するため、
熱歪や材料変質などは発生せず、肉が食い込んでいる
ため抜けにくくなります。また、シャフトを押さない
ため、シャフトの曲がりは発生しません。

薄板細いシャフト

肉が食い込んでいるため
抜けにくい
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・軽量化を図りたい製品

カシメ接合は複数部品を接合することが可能なので、
軽量化したい場合、強度などが関係ない部位だけ
別な材料で製作することが可能となります。全部が
金属である製品の一部分を樹脂に変更することも
可能です。

金属部を樹脂に変更することにより25%の軽量化

・面粗度を向上させたい製品

外径研磨が必要製品にフランジが付いている場合、
停止研磨で加工を行う場合がありますが、停止研磨
は安定して面粗度を出すことが困難です。その場合、
フランジが無い状態でセンタレス研磨を行い、その後
フランジをカシメ接合することで、研磨部の面粗度が
高い製品を製作することが可能となります。

フランジが無い状態で
通し研磨実施

フランジ

研磨必要部の
面粗度向上

研磨必要部
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・ハーネスの製作

細い銅線を撚った電線を半田で端子に接続する場合、
接続強度がばらつく可能性があります。その場合は、
電線を端子に開けた穴に入れ、外側からカシメ接合
することで、接続強度・接触抵抗が安定したハーネス
を製作することが可能となります。

電線

・バルブ機構の製作

バルブ機構を持つ製品を製作する際、スプリングや
ノズルをボディの中に組み込んだ後に蓋をボディに
カシメ接合することで、バルブ機構を持つ部品を製作
する事が可能となります。単体でひとつの製品になる
ため、他の機構への組み込みも簡単にできます。

端子

接続強度・接触抵抗が安定したハーネス

カシメで製作したバルブ機構

2120

ボディ

蓋

バルブ

スプリング



・原価を抑えたい製品の製作

ステンレスを切削加工する場合、切削量が多いと加
工時に歪みが発生し精度を出しにくいことがあります。
その場合、製品を各部位毎に加工してカシメ接合する
ことにより、切削量を減らして歪を抑えることが可能
となります。高価な材料の場合は材料費が削減され、
原価低減にも繋がります。

・加工時に歪みが出てしまう
・形状によっては材料のほとんどを捨ててしまう

全切削

製品を各部位毎に適した材料径から加工することで、
歪を抑えつつ材料費の削減を図る

カシメ接合

・原価を抑えたい製品の製作

ガラスレンズをケースに固定する場合低融点ガラス
を用いて接合することもありますが、高温にする必要
がありコスト高になります。カシメ接合であれば、
常温でガラスを固定することができるため原価低減に
繋がります。

気密性も高い製品
の製作も可能

レンズ

ケース

ブッシュ
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・素材の組合せ例

鉄 × ステンレス

鉄 × アルミ

鉄 × 銅

鉄 × ガラス

鉄 × ジルコニア

銅 × アルミ

銅 × 銅電線

真鍮 × 真鍮

アルミ × フェノール樹脂

ステンレス × ポリカーボネート

ステンレス × NiTi

※実際に量産している組合せや試作品を製作した
ことがある組合せです。もちろん、その他の素材
でも試してみることは可能です。

株式会社 共進

〒392-0015
住所 長野県諏訪市中洲4650
TEL 0266-52-5030
FAX 0266-52-3314
Email contact@kyoshin-h.com
URL https://www.kyoshin-h.com/
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