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7.は　じ　め　に

異形材の押出し･引抜き加工の解析はいくつか試みら

れているが,いずれも特定の形状を対象とする個別的な

ものである.1~3〉　筆者らは上界法を用いて異形材の押出し･

引抜きの解析に必要な一般的動的可容速度場を提案し,

その妥当性を検討するために,いくつかの具体例につい

て数値計算を行ったので,その結果について報告する.

2.三次元動的可容速度場の一般形

三次元動的可容速度場の一般形を求めるにあたり,秤

出し方向の速度成分は軸に垂直な断面内で一様であると

仮定した.以下途中の計算は省略して結果のみを示す.

( 1 )直角座標を用いた速度場の一般解(使用記号は

図1を参照)

仮定より押出し方向の速度成分vy(y)は,

uy(a)-

vo ∫.=/0㌧S(I, o)dx

∫:′` y'
zs(3:, a )dx

(1)

材料がダイス面に沿って流れる条件よりvx(a,a)は,

vI(X･y)-孟Joxi (vy(y)･zs(X･y"dx

(2)

体積一定の条件よりvZ(3?,y,a)は,

va(X･y･Z)ニー2(雪空+旦欝) (3)

(2)円柱座標を用いた速度場の一般解(使用記号は

図2を参殿)

前節と同様な仮定よりvy(y)は,

uy(a)-

yo ∫;′`o'rs2(p･ o)dp

Jop/{y'rs2(i, y)d甲

(4)

材料がダイス面に沿って流れる条件よりuP(Y,9,g)は,
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0 zs(X,y):ダイス表面形状

図1　ダイス面の直角座標表示

O rs(甲,y) :ダイス表面形状

図2ダイス面の円桂座標表示

U9(r･P･y)-電気J浩(vy(y)･rs2(ply))d甲

(5)

vp(r,甲,y)-r ･叫(甲,y)と仮定すると,体積一定の条件

よりV,(Y,甲,a)は,

V,(r･p･y)--i(響.響) (6)

ダイス形状がラセン状である場合,円柱座標でねじれ

角の変化を¢(y)で表すと,回転方向の角速度場

W*(甲,y)は次のようになる･

W*(甲,y,-勅封)･yy(y)･智之(7)

(3)ダイス内部の速度場の不連続性

ダイス表面形状に角部など微分係数が不連続となる部

分があると,ダイス内の材料の流れに関する速度場の不
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0　　　　　　㌔　　　　　　∬

図3　直角座標‖こおける速度の不連続面

0　　　　　　　　　　　　　　　　γ

図4　円柱座掛こおける速度の不連続面

連続が生じる.不連続昆8V,,8vBは次のようになる･

l8vg(X*,y,a)I-lZJz(X*+0,y,a)-vz(X*-0,g,a)l(8)

ISu,(Y,甲*,y)巨Iv,(r,甲*+0,yトV,(r,甲*-0,a)I(9)

(4)流　　線

それぞれ次の二つの曲面の交線が流線になる.

(a)直角座標の場合

(b)円柱座標の場合

V

〃

y(a)･r-∫ vr(r朋)dy-cl

y(y)･rpIJ v9(r･97y)dy-C2

3.解析に使用したダイス

(a)　直角座標の場合(図5参照)

X/(y)-(xl-Xo)f+xo

3.(y)=(zZlZo)A+zo
yl

zf(y)-(31-30)A+zo
yl

表面形状: zs(X,y)

zs(r･y)-幣X･Z･(y)

(b)　円柱座標の場合(図6参照)

zL(y) �32 31 

zs(X,y) 

ylXl 

Z′(y) 

X/(y) 

∬o

図5　癖.角座標でのダイス形状

ro

図6　円柱座標でのダイス形状
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(15)図7　ダイス半角と触次元化押出し加圧　　図8　ダイス半角

力の関係

入口形状:半径roの円

出口形状:得ようとする形状shape(甲)

表面形状: rs(9,g)

rs(p･y)-幣y･ro　　(16,

4.計　算　結　果

数式(1)～(6)に示した速度場をもとに,押出し加

圧力の計算を行うプログラムを構成し,種々の異形材の

押出しに関して,主としてダイス長さをパラメータとす

る数値計算を試みた.以下にその結果を示すが,図中の

記号のうちm-まきつ定数, r-減面率, LV/LH　-矩
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陳】9　ダイス長さと無次元化押出し加圧力の関係

エ〟　　　　γ0-40 mm

図10　入口形状と出口形状

形のたて横比である.

(1 ) AvitBZtLrらの結果との比較

図7は,図8に示すような円柱ビレットから円柱(a),

あるいは正四角柱(b),(C)を押し出す場合の解析結果

を示す. (a)の場合,筆者らの計算結果はAvitzurら

の結果と完全に一致するが,出口形状が正方形の場合,

AvltZur　らの結果(C)より筆者らの計算結果(b)の

ほうが押出し加圧力が低くなることが判明した.

(2)入口形状:円,出口形状:矩形の場合

図9は,半径Y｡の円柱ビレットからLVXLHの矩

形材を押し出す場合の解析結果を示す.点a～fは出口

側の矩形形状と大きさを表す(図10参照).グラフより

円柱ビレットから矩形材を押し出す際には,減面率が小

さいほど,また,縦横比が1に近いほど,押出し加圧力

が小さくなることがわかる.これは,縦横比が1より遠

ざかるにつれて,この速度場における内部努断仕事率が

大きくなるためである.

(3)入口形状:矩形,出口形状;矩形の場合

図11はLVOXLHOの矩形ビレットからLVXLH

の矩形材を押し出す場合の解析結果を示す.点a～fほ,
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B(111　ダイス長さと無次元化押出し加[]-:力の関係

ビレット形状

0 LIL LHO a

(26. 32 mm)

図12　入口形状と出口形状
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図13　ダイス長さと無次元化押出し加圧力の関係

出口側の矩形の形状と大きさを表す(図12参照).図よ

り,減面率が同じ場合には,縦横比が異なっていても,よ

く似た曲線が得られる.かつ,縦横比が入口形状の値から

ずれるにつれて,押出し加圧力が少しずつ増しているこ

とがわかる.

(4)入口形状:正方形,出口形状:正六角形の場合

矩形ビレットから正六角柱を押し出す場合について,

図13は減面率rを.図14はまさつ定数mを変化させ

て解析した結果である. Yが大きくなるにつれて,押し

出し加圧力,最適ダイス長さ共に大きくなっている.普

た刑が大きくなるにつれて,最適ダイス長さは短くなる.
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図14　まきつ定数を変化させた場合のダイス長さと

無次元化押出し加圧カの関係

(5)入口形状:円,出口形状:花形の場合

出口形状　rs-R･cos297 (0≦甲≦300)

rs-a/2　　(300≦?≦450) )
(17)

図15より,液面率γが大きくなると押出し加圧力,最

適ダイス長さ共に大きくなることがわかる･図16より,

まさつ定数mが大きくなるにつれて,最適ダイス長さが

短くなることがわかる.

5.ま　　と　　め

上述の三次元速度場により異形材の押出し･引抜きの

際に要するエネルギーあるいは加工力･最適ダイス長さ

杏,上界法を用いて一般的に解析することが可能になっ

た.　　　　　　　　　　　　　(1980年8月25日受理)
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図15　ダイス長さと無次元化押出し加圧力の関係
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