
高周波焼入部

本体

ペンチ刃先断面
（白線が硬さ測定方向）

焼境部

焼境部 本体

高周波焼入れ端面からの距離（mm）

H
V
硬
さ
（
荷
重
1k
g）

P（ピボット軸）

P 

（a）

（b）

ロボグリッププライヤ
（a）軸部（材質：S45C、硬さ354HV）

（b）蓋部（材質：SUS304、硬さ201HV）

材質：1.2C-3.8Ni-2.8Cu-0.2Al（ｗｔ％）
硬さ：728HV

（b）ロッキングした状態

（a）スライダー部品

ピン

ピン

スライダーミクロ組織
中の腕

コイルばね

P（ピボット軸）

（a）

（b）

ウォータポンププライヤ

P

（c）

（a）蓋上部（硬さ218HV）

（c）軸部（硬さ186HV）

（b）蓋脚部（硬さ166HV）

コンビネーションプライヤ

（a）軸部（材質：S40C、硬さ418HV）

（b）ナット（材質：S10C、硬さ220HV）
P（ピボット軸）

（a）

（b）

P 

ペンチ

R（リベット）
（b）中央部（材質：同上、硬さ265HV）

（a）

（b）

R
（a）上部（材質：S50C、硬さ464HV）

図８ ペンチ本体の焼入・焼戻組織（左：FE-SEM像/右：抽出レプリカ像）
析出物はセメンタイトFe3Cと同定

図8	 ペンチ本体の焼入・焼戻組織（左：FE-SEM像/
	 右：抽出レプリカ像）析出物はセメンタイトFe3Cと同定

はじめに

各家庭にある工具の中で、最も多く普及し
ている工具はペンチを含むプライヤであろ
うと思います。金属製のプライヤは紀元前
2000年頃には使用されたとのことです1）。
高炭素鋼の特性を生かした硬い工具の素顔を
調べました。

種　類

図１に代表的なプライヤを示す。
（1）挟む・掴むことが主な機能で口の開きを
変えることができる代表的なプライヤ（P）は、
次の通りである。①コンビネーションP：物
を挟み、掴み、軟鋼線を切ることができる。
②ウォータポンプP：開口部の方向を30度
程度曲げた形状で、水道管やガス管など狭い
場所での工事、壁面や床面の作業に適してい
る。　③ロボグリップP：柄を握るだけで軸
の設定と挟む作業が連続してできるウォータ
ポンプPで、オートマティックモンキPとも
呼ばれる。　④ロッキングP：柄を握るだけ
でロックされ、万力のように固定したままで
手を放すことができる。　⑤スナップリング
P：スナップリング着脱専用工具で、軸用と
穴用がある。　⑥ミニリードP：くわえ部を
細くし微細加工ができる。⑦ネジザウルスP：
潰れたねじ、錆びたねじなどを掴んで外すこ
とができる。縦溝・横溝でねじを完全に保持
できる。　⑧ステンレス多機能P：プライヤ

の材料はほとんどが高炭素鋼であるが、ステ
ンレス製もある。

（2）切ることが主な機能のプライヤには、次
の製品例がある。　⑨ペンチ：主に銅線や鋼
線など比較的太い線の切断に用いる　⑩ラジ
オペンチ：弱電用の細い線や部品の組み立て
などに用いる。　⑪強力ニッパ：鉄線、銅合
金線などの切断に用いる。　⑫ニッパ：被覆
線の皮むき、切断に用いる。

作業工程

コンビネーションプライヤの作業工程は次
のように、多くの作業が必要である。加熱・
鍛造→バリ抜き→焼鈍→ショットブラスト→
ハンドルの滑り止め模様押し→仕上げ押し→
プライヤのくわえ部の刃切→プライヤの口開
きをする瓢箪型の穴あけ→マーク打ち→焼入・
焼戻→ショットブラスト→仕上げ研磨→防錆
の表面処理→組み立て（ボルト・ナット、カ
シメなど）→製品検査２）。
切断が主な作業のペンチでは、更に刃先は
高周波焼き入れにより硬化される。　
JISでは機械的性質の規定がある。例えば
コンビネーションプライヤの性能検査につ
いて、変形、切れ味、硬さ（例えば、くわ
え部から軸取付穴の部分までの硬さ：43～
55HRC（423 ～ 595HV）と軸の硬さ：
35 ～ 45HRC（345 ～ 446HV））などの
規定がある３）。

ピボットの構造と材料

プライヤの上下本体はピボット軸で結合さ
れる。
（1）コンビネーションプライヤの場合はボル
トとナットの組み合わせ（レイオンジョイン
ト）が多く用いられる。断面が 型をした
ピボット軸は、瓢箪型をした狭い穴の位置を
通って、隣の穴に移動して口の開きを調節で
きる。ピボット軸は焼入・焼戻を施した高強
度鋼であり、その一端はねじが切ってある。
ナットはフェライト＋パーライト組織の軟鋼
であるので、ナットの変形により硬く締める
ことができる（図２）。

（2）ペンチの場合には、上下本体の結合部に
リベット（回転軸）を挿入し、カシメにより、
リベットの端部を加圧成型し、本体と隙間な
く結合している（ラップジョイント）。軸と上
部本体は固定（カシメ）で、下部本体が回転
する（図３）４）。リベットの材料は中炭素鋼
のフェライト・パーライト鋼であるが、上端
から３mm程度は焼入組織がみられ、加熱・
冷却により結合を強めていることが分かる。

（3）ウォータポンププライヤの場合には、横
方向のブレを防止する３枚タイプ（ボックス
ジョイント）である。１枚の切込み溝付本体（中
の腕）が２枚の本体（外の腕）の間に通され
る。この溝には多くの異なる口径サイズに合
わせることができる歯が刻まれており、端部
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をコイルばねで押されたスライダーで固定さ
れている。外の腕に固定されたピンがスライ
ダーの出っ張りを通じてスライダーのコイル
ばねを逆向きに押すことにより、スライダー
の刃が外れて、外の腕とピボット部が移動で
きる（図５）。スライダー部品は1.2% C－
3.8% Ni－2.8% Cu－0.2% Al合金の鋳物
で、硬さは728HVと非常に高い。ピボット
の軸部は炭素鋼であるが、表面は２mm程度
浸炭されており、その硬さは525HVと高く、
スライダー部品と摩耗を考慮した対応と思わ
れる。硬さ分布と顕微鏡組織を図６に示す。
一方、この軸に蓋のように端部に挿入されて
いる部品はフェライト・パーライト組織の軟
鋼である（図４）。軸部と蓋部の表面は１～３
μm程度のNiめっきが施されていた。

（4）ロボグリッププライヤは高炭素鋼板を２
～４枚組み合わせたプライヤである。ピボッ
ト軸は焼入・焼戻の高強度鋼である。上下の
傘のような部品はステンレス鋼であった（図
７）。端部に鋸歯状の突起を持ったスライダー
が組み込まれており、これは上記の（3）と
同じ役目を持っている。

（5）ピボットの材料の材質を図2、3、5、7
に示す。回転軸部はS40C ～ S50Cの材料

を焼入・焼戻し処理や、浸炭などの硬化処理
により、耐摩耗性への配慮がなされている。
一方、端部の蓋やナット等は加工しやすい軟
鋼が用いられている。

プライヤ本体の材料

（1）材料の化学成分：上記の代表的なプラ
イヤの材料はほとんどがS55C～ S58Cの
炭素鋼である（表１）。ウォータポンププラ
イヤは加工性の良い低合金鋼（0.43% C－
0.61%Mn－0.91% Cr－0.13% V）が用
いられている。
　これらの材料は合金元素の添加量が少なく
焼入性は小さいが、今回調査をした製品の本
体は焼入・焼戻の熱処理が施されていた。そ
の顕微鏡組織は、すべて類似のベイナイト（図
８）を含む高炭素マルテンサイト組織であっ
た。更にペンチの刃の部分や、ウォータポン
ププライヤの先端のくわえ部には高周波焼入
れが施されていた。これらの代表的な顕微鏡
組織を図９に示す。

（2）表面処理：JISでは錆止め処理を施す
ことを推奨している。コンビネーションPは
Ni/Crめっき、ペンチの刃側にはリン酸Mn

プライヤ : 挟む・掴む・切る
機能を有する工具

処理5）、ウォータポンプPにはリン酸Zn処理
5）、ロボグリップPには有機塗装が施されて
いた。

おわりに

家庭で最も多く使用されているペンチやプ
ライヤをはじめ、用途に応じて開発された各
種形状の製品は100種以上になると思われ
る。プライヤに使用される材料は、合金元素
の少ない低炭素鋼～高炭素鋼の最も単純な成
分系の材料で、熱処理との組み合わせにより
その特徴を如何なく発揮している。またペン
チのくわえ部の形状を最適化することにより、
潰れたねじを完全に取り外すペンチが開発さ
れ、ベストセラーになっているとのことであ
る。
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図1 代表的なプライヤ
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図１　代表的なプライヤ

図4　ウォータポンププライヤのピボット 図7　ロボグリッププライヤのピボット図3　ペンチのリベット 図9　ペンチの刃先の硬さとミクロ組織

表面 0.8mm

中心

外周面から中心までの距離（mm）

H
V
硬
さ
（
荷
重
30

0g
）

図6　浸炭部の硬さ分布と組織写真
図2　コンビネーションプライヤのピボット

図5　ウォータポンププライヤのスライダー

表1 プライヤの材料

記号 化学成分（ｗｔ％） 本体 刃先

コンビネーションP S58C 0.57C-0.20Si-0.73Mn-0.14Cr 480 - Ni/Crめっき

ペンチ S58C 0.58C-0.23Si-0.78Mn-0.11Cr 505 765 リン酸Mｎ処理

ウォータポンプP Cr-V 0.43C-0.24Si-0.61Mn-0.91Cr-0.13V 345 627 リン酸Ｚｎ処理

ロボグリップP S58C 0.60C-0.21Si-0.69Mn-0.02Cr 584 - 有機被膜

材　　　料 硬さ（HV)
表面処理製　　品

表1　プライヤの材料
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