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Table 1 Conditions of analysIS

1.は　じ　め　に

筆者らは, breakdown成形における素板の変形挙動を

解明するため,有限変形弾塑性FEMを用いて理論解析を

進めている.前報1)では,各ロールのプロフィルが均一な

曲率を持つ場合の成形モデル(circular forming)を設定

し,素板の変形挙動の弾塑性解析を試みた結果を報告した･

実際には,生産性を高めるために,ロールプロフィルとし

てより兼用性の高い曲線(形状)を採用するのが普通であ

る.例えば,生産性とロールの共用性に優れていると言わ

れるFFmillにおいては,ロールプロフィルとして, poly･

gonをベースとするinvolute曲線を採用している

(i｡V｡1｡t｡ forming)2).そこで本報では,このinvolute

formingの特徴を持つ成形モデルを設定し, break down

成形における素板の変形挙動に関する検討を行ったので,

以下に報告する.

2.解析モデル及び解析条件

前報と同じく,素板の変形を平面ひずみ問題と近似し,

Fig.1に示すような解析モデルを設定した･但し･上下

ロールのプロフィルは円弧ではなく, involute曲線である･

このinv｡lute曲線の設計基準としては, pinch pointでの

上下ロールプロフィルの曲率をそれぞれ目標とするパイプ

の内外面曲率に等しくし,この値を中心として最大曲率,

削､曲率をTablelに示す範囲で与えるものとした｡また,

上下ロールを水平方向に移動することによってpinch

pointの位置を調整する場合を対象とした･

解析条件をまとめてTablelに示す･前報と同じように･

摩擦係数,素板材質及びpinch pointの位置をそれぞれ三

種類選び,それらを組み合わせた各成形条件下で解析を

行った.
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Fig･ 1 Model of analysts

3.解析結果及び考察

上述の条件下での素板の変形挙動の基本的な特徴は前報

で報告した結果と比べて,大きな違いが見られない(Fig･

2, Fig. 3参照).但し, circular formingの場合には,

pinch pointの両側の曲率分布にoverbendingの傾向が見

られたが, involute formingの場合には,ロールプロフィル

の曲率がpinchpointから外側に向かって大きくなり･内
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Fig. 2　Pressure distribution
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Fig. 3　Curvature distribution

Fig. 4　Average variation of curvature at edge portion

due to springback

側に向かって小さくなるため, pinchpointの外側のみ

overbendingの傾向が見られる.特に注目すべき点は, in-

volute formingの場合, springbackによる素板縁部の曲率

変化が小さくなるため, pinch pointの外側にのみover-

bendingが見られる. Fig.4は,素板端面から5tの長さ

の範囲でspringback前後の曲率変化の平均値を示したも

のである.この図から, involuteformingの場合には,

springbackによる縁部の曲率変化が抑制されることが分

かる.

3.1 pinch pointの位置の影響

前報では, circular formingの場合, pinch pointの位置

の変化によらず,素板縁部の曲率分布はほぼ同じという結

果を得た.一方, FFmillにおいては, pinchpointの位置

が縁部の成形度にかなり大きな影響を及ぼすことが報告さ

れている3).そのため, pinch pointの位置が素板の変形挙

動に与える影響について検討した結果を以下に示す. Fig.

5とFig.6に示すように,接触領域及び接触圧力分布の
`重心'はpinchpointの移動に従って移動する.これに応
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Fig. 5　Pressure distribution at edge portion
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Fig. 6　Curvature distribution at edge portion after

sprlngback
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Fig. 7　Effect of pinch point position on the maximal

curvature at edge portion
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Fig･ 8　Effect of pinch point position on position of

maximal curvature at edge portion
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Fig･ 9　Effect of pinch point position on the minimal

curvature at edge portion

0.0

qdJd aJnleALn9

qdJd aJnTe^Lコ0

100　　　　120　　　　140

Sheet width from Center /mm

Fig･ 10　Curvature distribution atl edge portion after

springback

Fig･ ll Curvature distribution at edge portion after

springback

て,縁部の曲率分布も大きく変化する.具体的には, Fig･

7に示すように, pinchpointが板縁に向かって移動する

と,縁部の曲率の最大値が小さくなり, overbendingの傾

向が少なくなる.また,通常,曲率の最大値が発生した位

置から板端に向かって,曲率が急に小さくなる(edge

damageの影響を除く)部分が発生するが,この曲げられ

ない部分の長さもpinch pointが板縁に近づくほど短くな

ることはFi9.8から分かる.さらに, Fig･9よりpinch

pointの移動に従って,この部分の曲率の最小値が大きく

なることもわかる.一方, pinchpointが板縁に移ると,

pinch pointより内側の部分の成形度がある程度悪くなる

ことに注意しなければならない.
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3.2　材質の影響

前報と同じように,素板材質の機械的特性の中で,変形

挙動に与える影響としては,加工硬化の影響が最も大きい.

sUs304材及びSPCE@材と比べて, SS400材は硬化係数

が小さく,塑性変形が不均一になり易いため, Fig.10に

示すように,素板縁部の曲率分布には局部的な変化が現れ

る.

3.3　摩擦の影響

Fig.11から, p-0.05及びp-0･1の場合は,素板縁

部の曲率分布はほぼ同じであるが, 〟-0の場合は,素板

が幅方向には拘束を受けにくくなり,ロール面に対して滑

り易いため,変形が局部的に変わり易くなる.その結果,

素板縁部の曲率分布は摩擦が存在する場合より細かく変化

する.これも前報の結果と一致している.

4.ま　　と　　め

本報では, involute formingの場合のbreakdown成形

における素板の変形挙動と各加工条件との関係について数

値解析を行い,次のような知見を得た.

1 )全般的に見て, involute formingは素板縁部の成形度

向上に好ましい.

2)諸加工条件因子の中で,素板縁部の曲げ変形に対して,

pinchpointの位置が最も大きな影響を与える･他方,

pinch pointの位置の調整によって,素板縁部に均一且つ

設計値に近い曲率分布を附与することができる可能性があ

る.

3)摩擦及び素板材質の影響については, circular form-

ingの場合とほぼ同じであると考えることができる･

(1995年10月9日受理)
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