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ラグランジェ乗数法剛塑性有限要素法に基づく圧延加工の三次元塑脚軒拝法
‑数値圧延機の開発Ⅰ‑
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ルの軸心たわみ及び表面での弾性変形の取り扱い方や,
1.緒

言

薄板材･厚板材や棒材･線材あるいは形材の圧延加工

･l

･

ロールバイト上流および下流に存在する弾塑性遷移領域
を剛塑性近似することの妥当性等の,検討を要する問題

に際しては,被圧延材内部には複雑な三次元塑性変形が

がまだ多く残されている.

生じる.実圧延加工に要するロール形状･パススケジュー
ルその他の加工条件の最適化や,新たな圧延機の開発の

圧延加工における被圧延材の三次元塑性変形特性を高
い精度のもとで予測するためには,被圧延材とロールお

ためには,この三次元塑性変形の定量的な予測が必須の

よび圧延機の三次元変形解析ならびにこの両者の熟解析

条件となる.この種の予測を目的として,従来,スラブ

を達成して実行する必要がある.本研究は,板材圧延な

法･エネルギー法･弾塑性あるいは剛塑性有限要素法に

らびに樟･線･形材圧延において被圧延材に生ずる多様

基づく各種解析手法の開発が行われてきた1ト11)

な三次元塑性変形の高精度な解析を可能とし,実圧延加

薄板材圧延加工については,従来,主にスラブ法に基

工に要するロール形状･パススケジュールその他の加工

づく三次元解析技術が用いられてきた.スラブ法に基づ

条件の最適化や新たな圧延機の開発を行うための応用技

く三次元解析手法1)2)は,ロールの弾性変形をも考慮した

上で,実用的な精度のもとでの解析を短い計算時間で行

術としての発展性を有する,実用的な統合型達成解析シ
ステムの開発を目的としている.本報では,上述の解析

い得るという優れた特徴を有しており,薄板材の圧延加

システムを構築するのに不可欠である被圧延材の三次元

工技術の高度化をはかる上で欠かせぬものとなっている.

塑性変形解析技術に関連した内容,すなわち,ワークロー

しかしながら,板厚方向に変形が均一であるとの前提で

ル表面上の幾何学的情報の処理方法およびラグランジェ

解析モデルの構築が行われているため,今後予想される

乗数法に基づく定常三次元剛塑性FEMの構成について

解析精度への要求の厳格化に対する制約も大きいものと

示す.

考えられる.また,同様の理由により,スラブ法による

2.解

三次元解析技術を,異形材圧延加工に適用することは困
2. 1

難である.

析

手

法

ワークロール表面における幾何学的諸量の表示

これに対し,近年,剛塑性有限要素法による圧延加工

本節では,任意のワークロール水平および垂直たわみ

時の三次元塑性変形解析手法に関する研究が数多く行わ

のもとで,図1に示すワークロール表面における幾何学

れている3ト7).剛塑性有限要素法では,被圧延材の塑性変

的諸量を,幅方向ならびに圧延方向位置の関数として算

形を純三次元的に取り扱うことができるため,スラブ法

出する方法について述べる.なお,以下の説明において

より高い精度での解析が可能であり,また板材圧延のみ

は,幅方向をX軸,厚さ方向をy軸,圧延方向をZ軸とす

ならず異形材圧延への適用も可能であるという特徴を有

る.また,ワークロール表面上の点の座標を(X, Y,

する.しかしながら,従来報告されてきた解析手法はす
べてペナルティ法もしくは圧縮特性法に基づいて構成さ

〜)で表す.

れており,最も容易に高い解析精度を得ることが可能な

2.1.1

ロールギャップ形状

任意のワークロールたわみ･ワークロール径分布のも

ラグランジェ乗数法に基づく三次元解析手法は,いまだ

とで,ある(X, Z)座標でのワークロール表面位置Y

報告されていない.また,薄板材圧延加工および棒･線

は,以下の式(1)〜(3)を連立させて解くことにより得

材の精密圧延加工の解析において必須であるワークロー
*東京大学生産技術研究所

第2部

られる.ワークロール水平および垂直方向のたわみが無
い場合には,従来開発されてきた手法と同様,式(1)
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ワークロール表面における幾何学的諸量

〜(3)は線形な連立方程式となる.しかしながら,圧延
加工の三次元解析においては,任意のワークロール水平
および垂直たわみに対し,ワークロール表面上での幾何

学的諸量を計算し得る一般的な手法を導入する必要性は
高い.その場合,式(1)〜(3)は非線形な連立方程式と
なるため,ロールギャップ形状は,これらの式を位置ベ

クトルQについて反復計算することにより求める必要が

* e‑0.0001mm

図2

ワークロール表面位置を求めるための反復計算法

ある.導入した反復計算法のフローチャートを図2に示
す.
(a‑P)

･

(P21Pl)‑0

n1‑1莞莞‑｢, n2‑准計

( 8 )

8‑tan‑1

(

(1)

IQIPl‑R(X)

(2)

P‑PL+A(P2‑Pl)

(響)

9

)

(3)

ただし, Pはワークロール表面の点よりたわみ線におろ

a‑

I

cose

I

,

p‑sine

(10)

した垂線の足の位置ベクトル, Qはワークロール表面の

したがって,単位接線ベクトルi,単位回転方向ベクトル

位置ベクトル(‑(X, Y, Z)), a(X)はワークロール

C,単位法線ベクトルnは次式のごとく表される.

半径である. Plおよびア2は, X‑Xl, X‑X2の位置で

i‑ J cose I 721+Sinen2

のワークロール軸心線上にある点の位置ベクトルであり,

C=711×n2

m‑iXc

それぞれ

Pl‑(Xl, Yo+Wy(Xl),Zo+Wz(Xl)) (4)
P2‑(X2,Yo+Wy(X2),Zo+Wz(X2)) (5)
と表される. (Yo, Zo)はワークロール軸心位置, Wy

(X), Wz(X)はそれぞれワークロール垂直および水平た

ラグランジェ乗数法三次元剛塑性FEM

従来より,ラグランジェ乗数法剛塑性FEMによる解析

例は比較的少なく,特に三次元問題への適用は行われて
いないのが現状である.その原因としては,静水圧応力
を未知数とするため解析の際に対象とする連立方程式の

わみ曲線である.
2.2.2

2. 2

次元数ならびに計算時間が増大すること,および,マト

接線･法線･回転方向単位ベクトル

ワークロール表面上の各節点についての境界条件を導

リックスのバンド化が煩雑であること,をあげることが

入するために必要となる各方向単位ベクトルは,ロール

できる.しかしながら,ラグランジェ乗数法剛塑性FEM

ギャップ形状を計算した結果として定まる各ベクトルを

では,体積一定条件を高い精度で容易に満足させること

もとに,以下に示す方法により求める.

ができ,また,体積一定条件を厳密に満足した状態でも

接線ベクトルtは, (P2‑Pl)と(Q‑P)により構成

応力分布の厳密な解析を容易に実行することが可能であ
る,という特徴がある.

される面内にあることから,
(6)

薄板材圧延では板幅方向ひずみが板厚･圧延方向ひず

を満足する.式(6)中の各ベクトルならびに係数は,以

みに比較してきわめて小さいにも関わらず,板幅方向塑

下の式(7)〜(10)により定まる.

性流動が製品の板厚分布に大きく影響を及ぼすものと考

t‑αnl+βILE,

J

tZ

‑1

t･nl‑ I i lcose‑cose

(7)

えられるため,解析に際しての体積一定条件の取り扱い

が重要な意味を持っている.他方,棒材･線材圧延さら
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には精密孔型圧延における製品形状を高精度で予測する
ことが求められる場合にも,体積一定条件の取り扱いが
解析結果に大きな影響を及ぼす可能性がある.

以上の理由により,本解析システムではラグランジェ

言語‑孟[妄(憲一盲)
･苦くi謡一室(三吉一言))] (21)

乗数法剛塑性FEMにより,被圧延材の三次元塑性変形を
解析する.その汎関数ならびに停留原理は､式(14) (15)
により表される12)13)

A言*‑△言N≒αA言N 1

(jF) ‑/(sF)elQ]T( Tlds･

(jc)‑/(sJelQ],(F)ds

Q ‑/Y(/6,i.,d;Z･j)dV‑/S,Tz･;idS

/ヽ

‑ /scFl･〜hidS+ /vA去kkdV

/＼

i㌫)‑[4](ゐe), 〈;)‑[B](ゐe)
/＼

OQ‑0 Forany ui, A

lD]‑lB]TlS]lB], (P)‑lD]ihe),

ui ‑ui‑Ui

[H]‑hl卓]T[￠]

ただし, uz･は被圧延材の速度ベクトル, Uiはワークロー

(25)

h‑‑fiitan‑1 (｣手) )丁五

ル周速ベクトル, Tz･, Fiはそれぞれ表面力および摩擦力

(F)‑h((;)‑(if))

ベクトル, 1はラグランジェ乗数である.

(26)

摩擦応力として式(16)に示す速度依存性別13)を適用す

/ve(glD] +書芸{β){抑dV

る.

Fi‑ ‑f〈ftan‑1 (セ⊥) )肯

(16)

‑ (glDo] ･書芸{po){po,T, Ve

a
a

‑

I

iJl/1000

(17)

剛塑性FEMによる三次元解析では, 8節点双一次要素
により式(14) (15)を離散化し,偏差応力項についてはガ
ウスの2 × 2 × 2積分,静水圧応力項(体積一定条件項)

については1点積分を導入するのが一般的である.本解
析手法では,並列処理の導入が容易となるように,式(14)

/vcgip)dV‑giPo) Ve

/velQ]T(A)TlB]dV‑[Qo]T(A)T[Bo] Ve (29)
lDo]‑[Bo]T[S]lBo]･i[晋]Tls] [晋]

･i[晋] Tls] [晋]

の偏差応力項の離散化ならびに積分には,安定化マトリ
クス14)を併用しつつガウスの1点積分を適用し,ニュー
トン･ラフソン法により解を求める.また,摩擦応力項
の表面積分には, 5 × 5のガウス積分を適用する.

･i[晋] Tls] [晋]

(30)

/＼

(βo)‑[Do](ゐe)

(31)

[Bo]‑[B(古‑0,ワニ0, γ‑0)],

上記の式(14)〜(17)を各要素eについて有限要素表示
/＼

し,さらに節点速度ベクトル〈ゐe)の摂動量(修正量)(A

ue)kつき展開し,三次以上の項を省略すると次式が得
られる.

[Qo]‑[4(6‑0,

77‑0,

γ‑0)]

(32)

ただし,.〟‑1, Ⅳはそれぞれ〃‑1回目ならびにⅣ回目

の反復計算において求まる量を意味する.式(27)〜(32)

は安定化マトリクス14)を併用しつつガウスの1点積分を
行った結果を示しており, ygは要素βの体積である.

(/ve(glD]･芸語{β}斬) dV+

式(18)〜(21)は,摂動量(Aゐe)についての線形二次

/(sc,elH]dS)･i A ^he)"
･/velB]T(A)[4]dV･iie)"

方程式となるが,その次数を低減することを目的として
式(22)を導入している.なお,式(22)中の係数αとして
は,経験的に定めた値(α‑0.8)を用いる. α‑0.0の場

‑(jF)･(jc)‑/veg(p)dV

(18)

令,式(21)は従来の剛塑性有限要素法で適用されてきた
式に一致する.

/vel4]T(A)T[B]dV･( A ";e)"

上式を,解析対象とする領域全体についての節点速度

‑‑/velb]T(A)T[B]dV･〈^hei"‑1

(19)

ベクトル(;)と摂動量〈A㌫)とのノルム比ならびに節

点力の不釣合い量が十分小さくなるまで,摂動量〈A品)
a‑=

(20,

により(〟)を修正しつつ反復計算することにより,節点
速度〈〟)の最適解をもとめる.

‖川川川IIH川川)川)HJHH川】HHl‖HH日日川lHH日日JHH日日川川川日日川HHHI=川川川川11日日日日日川川Illl川川HI川川川日日1日日日川日日1川H
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Strip rolling

面転

New

lnlettlng point

Shape rolling
123④5･

∴l･画‑ ‑I:
図3

接触解析に用いる代表速度

図4

接触解析法
図5

境界条件は以下に示すとおりである.

幅方向･厚さ方向座標のみを修正する.本方法は,被圧

Entrance: ux‑0, u,‑0, uz‑(uniform) (33)

延材幅方向にみた接触弧長の差が大きい場合(棒材･線

Exit

材圧延)に対して有効である.

:

ux‑0,

u,‑0,

ul‑

(uniform)

Contact surface : u･n‑ 0

2.3

フローチャート

(34)
(35)

3.結

接触解析法およびフローチャート

口

接触解析ならびに流線の修正に際しては,図3に示す

圧延達成解析システムの基本的な構成要素であるラグ

圧延方向に見た節点間の中点での速度分布を代表速度と

ランジェ乗数法による定常三次元剛塑性FEM解析の構

して用いた.定常三次元剛塑性FEM解析においては,

成について述べた.解析事例,ならびに,本報にて示し

ワークロールと被圧延材との接触領域が未知であるため,

た塑性変形解析手法を基にしたワニクロールの弾性変形

定常流線を定める際に導入する接触解析法が解析の精度

との達成解析手法については,次報以後に詳細に示す.

を左右する一つの要因となる.本解析方法では繰り返し

(1991年1月11日受理)

計算により定常洗練を定める方法を用いたが4),その際

参

には被圧延材幅方向にみた接触弧長の差が小さい場合
(たとえば一般の板材圧延の場合)と,被圧延材幅方向に

みた接触弧長の差が大きい場合(たとえば棒材･線材圧
延の場合)について,図4に示すそれぞれ異なる接触解
析法を適用した.以下に各方法について簡単に述べる.
また,上述の解析手法をまとめ,図5にフローチャート

被圧延材幅方向にみた接触弧差の差が

小さい場合(方法1)

本方法では,圧延方向にみたある節点列が常に噛み込
み線と一致するものとし,この条件のもとで噛み込み位
置および流線の修正を行う3).予変形域･ロールギャッ

プ･出側被圧延材の節点座標は,各流線上での圧延方向

要素長さがそれぞれの領域内で等しくなるように,接触

解析を行う度に求まる流線上に再配置する.本方法は,
被圧延材幅方向にみた接触弧長の差が小さい場合(板材
圧延)に対して有効である.
2.3. 2
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