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中川研 時代 の昭和 55年 に中川威雄教授の指 導 の もとに
開発 された もので,い わば独立時の持 ち出 しテー マ であ

研 究 室 紹介 財吻

る。基礎研究 を経て,CFRP連
UDC 678 027 621 919 2

続打抜 きによる工具摩耗

特性調査 と自動化プ レスの試作 など,実 用化 に向けて着
実 にステ ップ を積 み上げ,今 日ようや く工 業化へ と踏み

横

井

研

究

室

出 した。
2 プ

ラスチ ックの局所熱成形

横井研究室は,精密工 作学部 Flの一員 として昭和 58年

プ ラスチ ックの二次成形カロ
エ は極力抑 え られて い る。

に発足 し,昨 年 中川研究室 の親元 を巣立 って新 しい研究

それは,優 れた成形性 を最大限に生かそ うとす る考 え方

現在の室員は,
分野に取 り組み を開始 した ところである。

に加 え,常 温での精密 な成形加工が難 しい こ とによる.

横井秀俊助教授,平 岡弘之助手 と大学院学生 2名 ほか と

量産技術 の塑性加工 によ り高精度で熱成形 に匹敵 した寸

なって い る.

法安定性 は得 られないか。 これが出発点であった。

以下 に現在 の研 究 テー マ を具体 的 に拾 い上 げて み よ

変形エ ネル ギの熱変換プ ロセスに基づ く振動仕上 げ抜
きの思想 を発展 させ,普 遍化 した ところに局所熱成形の

つ.
(1)振

動仕上 げ抜 きの開発 と実用化研究

(2)プ

ラスチ ックの局所熱成形

思想が生み出された。 この方法は,常 温塑性加工 の手法
を用 い,同 一領域 を繰 り返 し変形 させ るこ とによ りその

(3)プ

ラスチ ックの局所溶融接合

部位 を軟化,流 動状態に導 き,局 所的 な熱成形 を行 うも

材のプ ラズマ ジェッ ト切断処理

ので ある。 これ までに張出 し,段 付 け,斜 め穴加工 ,フ

(6)幾

出成形 における型内樹脂流動計測 システム
何 モデル と解析 モデルの同一化手法 の研究

では一工程 で平板 にフランジ付 ネジ穴 を成形 してい る.

(7)ワ

エ による積層 ブ ロー チの開発
イヤカ ッ ト放電カロ

(4)FRP部
(5)射

こ う記 してみ る と,プ レス加 工か ら切 削カロ
エ ,流 動カロ

ラ ンジ付穴加 工 とい った精密成形 を手がけ, さらに現在

3 ワ

イヤカ ッ ト放電カロエ による積層 ブ ローチの開発

手法 と解析手法 まで を含み,な んだか余 りとい えば余 り

量産用切削工具 であるブ ロー チの設計製作工程合理化
に立 ち遅 れが 目立 って い る。ブ ロー チは長尺 な特殊工具

点を異にす
な節操 のなさが際立 って くる.し か し本来起′
る (7)の 研 究 を 号Jに す る と,成 形材料 と成形型 →

であるため,そ のブ ロー チ加工 に も長尺な専用加工機が
必要 となる.専 用機 によるブ ロー チの製作 と専用機 によ

￨一次成形 ((5),(6)に

るブ ロー チ加工 とい う旧態依然たる現状 を,い ずれ も汎

エ ,接 合加工 ,放 電加工,プ ラズマ加工 , さ らには計測

関連)→ ￨二次加コ ((1),(2),

(3)に 関連)→ リサ イク」 ((4)に 関連)と い うプ ラス
チ ック加工全体 の流れ の 中に これ らは明確 に位置づ けら
れないか。すなわち,今 日の横井研 は工学 としてのプ ラ
スチ ック加工 の総合的研 究 を標榜 してい る.
親研究室の影響であろ うか,い ずれ も従来技術 とは異
なる角度か らのアプ ロー チ を重 んず る気風がある.実 用

用機へ と転換 し,多 種少量生産へ の柔軟 な対応 をはかる
こ とが急務 である。 こ うした 目的のために考案 されたの
が積層ブ ロー チである。す なわち,汎 用機 であるワイヤ
カ ッ ト放電加工 機 のテーパ切断機能 を活用 し,切 断 した

的 な開発研究 を好むが,そ れだけにかな り基礎 的な研究

薄鋼板 を反転積層す ると,従来の 1/10以下の短期間でブ
ロー チエ具 が構成 され る。複数セグメン トの接続 による
本格的長尺 ブ ロー チの実現 ,汎 用プ レス を用 いた トラン

か ら掘 り起 こ して,技 術的な完成 を目指 してい る.
い くつかの テー マ を以下 に具体的 に紹 介 しよう。

スフ ァプ レスブ ロー チ加工 を始め,将 来的には これ まで
のブ ロー チ加工 では実施 困難 な,非 対称異形状切削 を目

1.振 動仕上 げ抜 きとその 実用化研究
エ材料 として知 られ る長繊維強化複合材料 は,そ
難カロ

指 して い る.(昭 和 61年 度選定研究テーマ )
ただ今 ,鋭 意発散 (破算 ?)過 程 にある横井研は, 日々
変容著 し く,こ こに記 した無節操 なイメー ジが長 く固定

の製造工程か ら,二 次加工 としての切断工程 を必然的に
伴 って い る。一 方で こ うした材料 に も適用 しうるプ ラス

化す るの をち ょっぴ り懸念す る。発散か ら収東へ と向か

チ ックの精 密せ ん断法 は これ まで確 立 され て い なかっ
た。 こ うしたせ ん断が困難 な複合材料やア クリル等 の材

の時 間が必要であった。それ に して も,「分野が広過 ぎて
研 究室で一 緒 に輪講が出来 ない。Jとの学生 の嘆 きに も,

料 に汎 用 な高精 度 プ レスせ ん断法 として本 法 は開発 さ

そろそろ真倹Uに耳 を貸す時期 とい えるのか も知れない.

れ,光 沢 の ある打抜 き加工面 を実現 した.も ともとは,

い,研 究成果 が体系的 に整理 され るには,い ましば らく
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