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1.は　じ　め　に

ロールフォーミング加工による電縫管の成形に際して,

突き合わせ溶接部となる素板縁部の形状特性･寸法特性が

溶接後の製品品質と緊密不可分な関係にあることはよく知

られている.しかしながら,素板縁部の変形挙動は非常に

複雑であり,特に,厚肉管のロール成形においては,その

縁部の変形挙動が溶接部の高品質化を阻害する多くの問題

を含んでいる.

筆者らは既に,厚肉管の成形過程のうち,ブレークダウ

ン成形における素板縁部の変形挙動について一連の近似数

値解析を行い,その結果を報告してある1).ところで,電

縫管の成形では,什上げ成形段階すなわちフィンパス成形

域に入ると,製品断面の正確な形成及びそのための形状修

正が重要になる.通常,素板縁部の形状･寸法は必ずしも

安定ではなく,フィンパス成形の条件により様々に変化す

る.そして,端面形状の変化や端面近傍の板厚の増加がそ

の後に続く溶接二r二程に種々の影響を与える.現状では,こ

れらの問題について,未だ十分明らかにされておらず,系

統的な知識と情報が欠除している.

本報は,厚肉管のフィンパス成形における素板縁部の変

形挙動を対象とし,剛塑性有限要素法で近似的な数値解析

を行い,各種成形条件が素板縁部の形状･寸法に与える影

響を解明することを目的としている.

2.解析モデル及び解析条件

本研究では,前報と同じように,縁部の変形を平面ひず

み変形とみなして解析することとし,図1に示すような境

界条件を設定した.すなわち,下ロール(下型)が固定さ

れており,フィンロールと上ロール(上型)が同時に下方

へ押し込まれてくるものと考える.
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図1　解析モデル

表1　解析条件

材料 �53C���(q=309+780eN/mmZ) 

出品ti径D(mm) �ｦ����

板厚t(mm) 唐���"���ゅ�#R���

フィン角度(半角)♂ ����ﾃ#��ﾃ3��ﾃC��ﾂ�

初期接触角度α 鑓�ﾃ���ﾃ#��ﾃ3��ﾂ�

リダクションrd(%) �"��Bﾃ�b���

ら ���"ｧB�

S′ ���2ｧB�

解析条件を表1にまとめて示す(図1(b) (C)参照).

素板の厚さ,フィンロールのフィン角度,素板端面とフィ

ンロール面との初期接触角度,断面周長リダクションなど

の条件因子について,それぞれ数段階の値を選び,それら

を組み合わせた各種成形条件下で解析を行った.一般に,

素板はブレークダウン成形とクラスター成形を経て,縁外

角部にはつぶれが残留している.本研究では,そのつぶれ

の寸法をS-0.2t, S'-0.3tと仮定する.なお,素材内
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部のひずみ履歴を考慮していないことに注意されたい.

3.解析結果及び考察

溶接前の成形仕上がり時点での素板縁部の変形及びその

結果としての形状･寸法は溶接時の諸問題の出発点である

と言える.以下,フィンパスにおける素板縁部の変形挙動

及び形状･寸法の変化と各条件因子との関係について,解

析結果を示しつつ,検討を行う.

3.1素板縁部の変形挙動

各成形条件下で行った解析の結果から見ると,縁部の変

形挙動と最も関係が深い条件因子はフィン角度β及び素板

端面とフィンロール面との初期接触角度αである.図2に

は, ♂とαの変化による素板縁部の変形パターンの相違を

示す.図から明らかなように,縁部の変形パターンはβと

αの組み合わせによって大きく異なる.

一般に,ロールから素板に加わる力は,フィンを通って

素板端面から円周方向に圧縮する力Fcと外から素板縁部

を半径方向に押さえ込む力Frとに分けることができる

(図3参照).成分FcとFrの割合を左右するのはフィン

角度♂である.すなわち, ♂が大きい場合には,成分Fc

の割合が大きく,逆に, βが小さい場合には,成分Frの

割合が大きくなる.その結果, βが小さい時,素板縁部は

安定な状態で曲げ変形を受けるが, ♂が大きくなると,大
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図2　素板縁部の変形挙動(rd- 4%, t-25mm)

図3　素板縁部に加わる力

きな周方向の圧縮力が存在するため,縁部に局部的なすえ

込み変形が発生しやすい.しかしながら,図2からも分か

るように,このような傾向は絶対ではなく,縁部の変形は

αからの影響も強く受ける.すなわち, αが大きい時,秦

板端面とフィンロール面との間に生じる接触は進行しにく

く,フィンロール面からの圧縮力は集中的に素板縁内角部

に加わり,縁部の局部的な変形を助長する.特に, βも大

きい場合は,素板縁内角部にパルジング及びフォールデイ

ングが発生し,次項で述べる縁部の板厚変化に大きな影響

を与える.

更に, αが大きい場合,縁部の外層部は表面からの拘束

を受けないため,フィン付根のロールキャビティへ向かっ

て流動し,縁外角部と上ロール面との接触が発生しやすく

なり,当初より素板縁外角部に存在するつぶれの形状と寸

法を大きく変化させ,形状を改善する効果がある.

他方, αが小さい時,素板端面とフィンロール面との接

触面積は急速に広がり,フィン角度βが大きくても局部的

な変形が発生しにくい.その上,縁部の外層部は厳しい拘

束を受け,ほとんど動けない状態になる.その結果,縁外

角部のつぶれの形状と寸法の変化は僅かである.

3.2　素板縁部の形状と寸法の変化

本項では,上述の検討に基づいて,素板縁部の形状･寸

法の変化と各条件因子との関係を具体的に示す.

図4は溶接面となる素板端面側におけるつぶれ寸法S

の減少率とフィン角度βとの関係を示す.図から明らかな

ように, ♂の増加に伴うSの減少率は初期接触角度αに

よって異なる.特に, α-00時, Sの減少率は零に近づく

(図4(b)参照).このようなαの影響は図5により明確

に示されている.一般に, αが零になると,他の条件国子

によらず, Sの減少率は僅かである.他方, Sの減少率は

αの増加と共に増える傾向を示す. βとαの他に,板厚も

Sの減少率に大きな影響を与える.容易に理解できるよう

に,素板が厚くなるに応じてロールからの押し込み力が増

えていく.このことは縁部の局部的な変形を促進し, Sの
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図4　Sの減少率とフィン角度βとの関係
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図5　Sの減少率と初期接触角度αとの関係
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図6　Sの減少率と板厚tとの関係
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図7　Sの減少率とリダクションRdとの関係
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図8　素板増肉率の分布
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図9　素板増肉率の最大値△tm｡X図10　素板増肉率の最大値△tm｡X

とリダクションとの関係　　　　と板厚tとの関係

減少率を増やす結果となる(図6参照).図7には,成形

断面周長のリダクションとSの減少率との関係を示す.

板厚の影響と同じように,リダクションの増加もロールか

らの押し込み力を大きくさせ, Sの減少率を上昇させる.

しかしながら,リダクションの影響は他の因子の影響ほど

大きくない.

フィンパス成形において,素板は円周方向に圧縮され,

同時に周方向の曲げ変形を受けるが,このことが原因と

なって,素板の円周方向の各位置で板厚が変化する.特に,

フィンにより圧縮(すえ込み)が加えられる縁部には局部

的な変形が発生し,その部分の板厚の変化はより不均一に

なる.まず,図8には素板断面仝周について増肉分布の一

般的な特徴を示す.実際,増肉率の最大値△tm｡Xはフラン

ジ部に発生し,縁部には端面から板厚程度内側へ入った領

域に極大値△t｡が観察できる.

図9と図10には△tm｡Xとリダクション及び板厚との関係

を示す.縁部に発生した局部的な変形はフランジ部の曲げ

変形にあまり影響を与えないため, △tm｡Xとβ及びαの間

には顕著な関係が見られない.しかしながら, △teにとっ

ては,縁部の局部的な変形は重要な意味を有しており, ♂

とαの倍が共に大きい時,縁内角部にパルジング及び

フォールデイングが生じ,近傍の内表面が膨らみ,増肉を

著しく発生させる.逆に, ♂とαの組み合わせがこのよう
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図11縁部増肉率の極大値△teとフィン角度βとの関係

10　　　　　20

くa)

t (mm)

●　q=o●　　rd=4%

O q=10°　0;=30●

義 o=20●

10　　　　20

(b)

t (mm)

図13　線部増肉率の極大値△teと板厚tとの関係

な変形を誘起しない場合には,縁部に局部的な増肉が発生

するのではなく,仝周的が曽肉となる.上述の関係は図11

と図12に示してある.図13には, △t｡が板厚の増加につれ

て大きくなることを示す.図から,板厚が大きくなるに

伴って△t｡の増加の割合が小さくなることもわかる･リダ

クションの影響については,図14に示すように, △teを大

きくさせる原因の一つであるが,他の因子の影響比べて,

その影響の割合は小さい.

4.ま　　と　　め

本報では,厚肉管のフィンパス成形における素板縁部の

変形挙動について近似的な数値解析を行い,この段階で生

じる縁部の形状･寸法の変化と各種成形条件との関係を検

討し,次のような結果を得た.

縁部の変形挙動を支配する主たる要因はフィン角度及び
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図12　縁部増肉率の極大値△teと初期接触角度αとの関係
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図14　線部増肉率の極大値△teとリダクションRdとの関係

素板端面とフィンロール面との初期接触角度である･具体

的には,大きいフィン角度且つ大きい初期接触角度は縁部

の局部的な変形を誘起しそれ以前に発生したダレ･つぶれ

に対して縁部板厚の回復及びつぶれの修正に有効である･

ただし素板端面とフィンロール面との完全接触は困難にな

り,端面性状を悪化させる恐れもある.一方,小さいフィ

ン角度と小さい初期接触角度は縁部の曲げ変形を促進し,

縁部の曲げ変形形状を改善するのに有効である･

(1995年6月21日受理)
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