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T形材押出し製品の曲がり予測
Prediction of Curvature of Extruded T‑shapeL Products
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1.は

じ

め

に

がこれにあたり回転方向速度はゼロである.

T形材の押出し加工は,製品断面の非軸対称性のために,

ダイスの形状･寸法によって被加工材の変形挙動が大きく
変化し,所要の製品を得るための適切な加工条件や工具形

状を決めることは容易でない.特に製品が長手方向に曲が
りを持って押出される場合,この曲率と加工変数との間に
どのような関係があるかについては,これまで十分に研究
されておらず,適確に予測できない状況であった.近年,

筆者らにより上界法を用いた押出し加工に関する汎用性の
高い解析手法が見出され,従来得られなかった計算結果を
系統的に得ることが可能となってきた.しかし,依然とし

て非軸対称押出しの際の製品の曲がりの発生の正確な予測

Fig. 1 Generalized analytical model of non‑axisymmetric ex‑
truslOn

については問題が残されていた.
♪㌧

本報ではT形材の押出しの際の製品の曲がりの予測が
可能な新しい速度場を提案し,製品の曲率とダイス形状そ
の他の加工条件との関係について検討した結果を報告する.
2.曲がり解析用三次元動的可容速度場の構成
2.1一般化三次元動的可容速度場

三次元動的可容速度場が満たすべき条件は(1)体積一
定の条件, (2)体積流れ一定の条件(3)工具面上での
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速度と工具面形状との適合条件, (4)剛塑性境界及び内
小] 也J.

部せん断面での速度の連続条件,である.この条件と次の

v,(r,o(4),y) ,4),y)

仮定を導入する. 1)被加工材は等方性剛塑性体であり,

剛塑性境界はダイス入口及び出口におけるy軸に垂直な
面で表される. 2)被加工材内の任意の点の回転方向速度
はy軸からの距離rに関して,変数分離形の関数で近似で

‑ V,(rso(0,y) ,￠,y) ･一組一

ay

I vo(霊浩)･0,y) ･響

きる. 3) y軸を含み,かつ回転方向速度が既知である面

が少なくとも一つは存在する.ここではT形材の対称面
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曲がり速度場の構成

ダイス出口における製品の曲がりは,出口面上でy軸

方向の速度が一様でなく線形的に変化するために起こる･
速度場の構成に際しての基本的考え方及び手順は次の通り
である.まず,軸方向速度V,(r,4,,y)を,式(5)のよ

うに平均速度V,(y)と偏差速度AV,(r,￠,y)にわけて考
える.

Fig･ 3

腎｢

E∃

一

y‑axis direction velocity distribution

臣≡コ

一

また,ダイス内における偏差速度の勾配はダイス形状か

ら決まるものとする.ここではダイス形状が線形的に変化
するものとし, yの一次関数で式(9)のように表現する･

また,ダイス断面重心の移動軌跡Rb(y)はダイス形状に
Fig･ 2

よって線形的に変わるものと考える.

Curving velocity distribution on die exit section

tano(y) ‑Q･y,Rb(y) ‑ (‑EC/YO) ･y+EC (9)
(5)

上記の曲がり速度場を得るために,三次元動的可容速度場

体積流れ一定の条件式より,平均速度V,(y)は式(6)

からY.(r,4･,y)とVr(r,4,,y)を次式(10), (ll)の如

V,(r,4,,y) ‑ V,(y) + Av,(r,￠,y)

く構成することができる.

のように定式化される.
∬1El

‑J

2
0

′

ー

￠

?tJ

･ d4)

r

V,(y) ‑ Vo･

vo(r,4),y) ‑ r･ W(4',y) ‑ ‑

(6)

/｡仙)r･ dr

/:r3102(0 ,y) ･ d￠

aV,(r, 4W)

偏差速度Av,(r,中,y)に対しては,式(7)が導出さ
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この偏差速度Av,(r,￠,y)は, y軸に垂直な断面上でy

チ

dQ

(10,

v,(r,4),y) ‑

軸方向速度の偏りを表す.ダイス出口面上におけるこの偏
差速度が製品の曲がりを発生させると考えられるが,その

三･/｡rir･曇等誓+肇料･ dr(ll,

場合,偏差速度は断面の重心から線形的に変わらなければ
ならない.また,この偏差速度の平均速度は式(8)を満
2.3

足しなければならない.

塑性仕事率

導出した三次元動的可容速度場よりひずみ速度が求まり,
内部仕事率栃,せん断仕事率蔽,摩擦仕事率Wf及び全

Av,(r, 4m) ･ r･ dr･ d4'
‑o

(8)

仕事率かが次式のように算出できる
I.mrso2(0 ,y) ･ d￠

この条件から偏差速度分布を重心からの距離(D)と比
例宝数(K)の関数によって表現することとする･ここに,
K(0) ‑0であり,入口断面の押出し方向速度勾配がゼロ
である剛塑性境界面の条件を満足する.一方, K(YO) ‑

∂｡であり,出口断面での押出し方向速度の勾配は仕事率

ki‑/vp‑0･盲･ dV

d,5‑/去･古･AVs･ dS

kf‑/f%･lo･｡vf･ dA

が最低となる条件より定まる.
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(15)

ただし, Loは被加工材の変形抵抗, Jcは相当ひずみ速度,

竹は塑性域, ∫, ′はせん断境界面,摩擦境界面, △鴨,
AvfはそれぞれS, f上での相対すべり速度, mは摩擦定
数, dVは被加工材の微小体積, dS,. dAはS,f上の微小

面積を表す
3.解析結果及び考察

3.1ダイス境界面上および出口面の速度分布

Fig. 7

Velocity distribution on the die and die exit

section (EC‑0.0)

解析モデルは, Fig.4に示すようにアスペクト比が異な
るT形押出し製品とする. Fig.5とFig.6はこの製品を

加工するためのダイス形状である.
≡

l I 1 L.1･ ･

(a)Aspect fhtio (舶1=3. 0)

Fig. 4

(b)AsFCCt Jhtio (AZ/A14. 5)

Product shapes
Fig. 8

Velocity distribution on the die and die exit sec･

tion (EC‑20mm)

Fig. 5

Straight boundary contour of die (A.R‑3.0)

vfJJJ
Fig. 9

Velocity distribution on the die and die exit sec‑

tion (EC‑20mm, curving velocity)

度分布によって製品に曲がりが発生することがわかる.
Fig. 6

Straight boundary contour of die (A.良‑0.5)

3.2
Fig.7は,重心偏差量(EC)がゼロとなる場合のダイ

ダイス出口面上の速度勾配80と押出し加圧力

ス境界面上の三次元速度分布と,ダイス出口面上の二次元

製品の曲がり曲率はダイス出口断面上の軸方向速度勾配
によって決まる.そこで出口断面での速度勾配βoと押出

速度分布を示す. Fig.8は,重心偏差量(EC)が20mm

し加圧力(Pm)の関係から,押出し加圧力を最低とする

で出口での押出し方向の速度が一様とした場合の速度分布

速度勾配の値を調べた結果を,他のパラメータの影響とと

である. Fig.9は, Fig.8と同じ重心偏差量で,押出し方

もにFig. 10に示す.

向の速度分布が塑性仕事を最少とする場合である.この速
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Fig. 11から重心偏差量が大きくなると製品曲率も大き

くなり,垂心偏差量が製品の曲がりを支配する重要な加工

T形材の押出し製品の曲がりに対する加工変数の影響を

変数であることがわかる.

解析するために,加工中のダイス内部の被加工材中に曲が

3.4

Fig.12からダイス長さによって製品の曲がり曲率が変

りを表現し得る動的可容速度場を構成した.この速度場は,
ダイス出口断面の軸方向速度の勾配と量を変数として含ん
でおり,塑性仕事率を最低とする速度勾配即ち曲がりを予

化し,ダイスが長くなるほど曲がり曲率も大きくなること

測することが可能である.曲がりを発生させる重要な変数

がわかる.

は出口断面重心の偏差量,ダイス長さ, T形材断面アスペ

また, Fig.13には押出し加圧力とダイス長さとの関係を

クト比,摩擦定数であり,これらの値が大きくなるほど曲

示す.

がり曲率が大きくなることが判明した.

ダイス長さ(YO)と製品の曲率

..

(1995年5月9日受理)

3.5

･･J￠

アスペクト比(AFT)と製品の曲率

Fig. 14は製品断面のアスペクト比と曲がり曲率の関係

を示す.アスペクト比が大きくなると曲がり曲率も大きく
なる.また,重心偏差量とアスペクト比が同時に大きくな
ればさらに曲がり曲率が大きくなることがわかる.
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