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UBETの応用に関する研究(第3報)
一接触圧力分布のシミュレーションー
study on UBET (Upper Bound Elemental Technique)･ 3rd Report
‑SlmulatlOn Of Contact Pressure on Tool Surface ‑
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1.緒

ただしWを求める際には仮想要素E*を考えることに

言

筆者らはUBET (Upper Bound Elem飢tal Tech‑

よって新たに生じるせん断面におけるせん断エネルギー

nlque)の応用に関する研究を進めており,その塑性加

消費率はないものとする.仮想要素法の詳細については

工における解析手法としての有効性について検討を加え

前報を参照されたい,

ている.第1報1)で示したように軸対称問題においては

加工荷重,材料の流動状態をUBETにより簡便に解析

3.解

3.1

析

結

果

後方押出しの接触圧力分布

できることが判明している.また前報2)では上界法では

後方押出しの接触圧力分布を解析する際の要素分割方

直接に解析することが不可能な材料一工具問の接触圧力

法を図2に示す.仮想要素と工具との接触血に与える

分布を間接的に求める手法として嘩想要素法(Irrngin

外乱AUの影響は⊥具面からビレットの一定の深さにお

ary Element Method)を提案し,すえ込み,後方押出

よぶものであり,その影響範囲内でのみビレットの流動

しの接触圧力分布の解析を行った･その結果は

状態が変化すると考えられる.従って外乱AUの影響範

Slebel

のスラブ法による解とよく一致し,全体的に見てきわめ

囲の深さをポンチ側,ダイス側について定め,その影響

て妥当なものであった.今回はこの仮想要素法をさらに

範朗外のビレットの流動状態は外乱AUを加えない場合

拡張して後方押出し,前後方押出しの工具面接触圧力分

の流れと変化しないものとして,一部の要素境界の速度

布の解析を行い,その結果について考察を加えたのでこ

を固定することによりビレットの流動状態に拘束を与え

こに報告する.

た.ポンチ側,ダイス側の影響範囲の深さHp, HDには
2.解

析

方

接触圧力分布の積分値と全エネルギー消費率から計算し

法

仮想要素法については前報で詳しく述べたのでここで

た全荷重とが等しくなる軸方向要素分割位置をポンチ

はその要点を述べるにとどめる.例として図1の後方押

刺,ダイス側それぞれ独立に求めた(図3).図4‑図

出し解析モデルでポンチー材料間の接触圧力を解析す
る場合を考える.接触圧力を検討しようとする工具の微
小面を一つの構成面とする仮想要素E*を考える.ここ
で図1‑(a)のように工具(ポンチ)が全体的に同
一速度Uで動く場合の変形状態および図1‑(b)の

ように仮想要素E*と工具との間の微小面に微小相対速
度AUの外乱が加わりこの部分のみU+AUの速度,他

の工具面はUの速度で動く場合の変形状態をUBETを
用いて解析し,おのおのの場合の全エネルギー消費率を
W,舟とする.もし微小速度増分AUが加わった場合に
●

(a)

(ら)

̀■ヽ′

図1

接触圧力分布解析モデル(後方押出し)

も仮想要素E*の微小面に働く接触壁力P*が変化しな
は

いと仮定すると両者の全エネルギー消費率の差AW

接触圧力P*と微小速度増分AUによりなされた仕事増
分に等しいと考えられるから次式が成立する.
●

〜

●

AW‑W‑W‑P*･S*･AU

(1)

ここでS*は仮想要累E*と工具とのFEIErの微小面面積で
ある･従って接触圧力P*は次式で求められる.
ー●

P*‑(W‑W)/(S*･AU)

*東京大学生産技術研究所

第2部

(2)

(a)

(b)

図2

(C)

要素分割方法(後方押出し)
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6に解析結果を示す.解析の際の条件としてほリダクシ

れほr<rp, r> rpのそれぞれの範囲で異なる接触圧

ョンは一定とし,ビレット高さを3通りに,また摩擦定

力解析用モデルを使伺しているためである.1摩憤定数m

数m‑0.0, 1.0

の2通りに変化させた･ビレットの幾

何学的形状,摩曝定数,および外乱の影響簡閲の深さな

.DPdHUNnhOMVAySG凹HNO

凹∝nS凹だd卜UVLNOU凹ZコVM出ON

どの値は図中に示した.
全般的な傾向として摩榛が大きい場合(m‑1.0)ど

レットの中心部に近づくほど接触圧力が上昇するいわゆ
るフリクション･ヒルを示す.この傾向はビレットの厚

みが薄い場合ほど著しい.またダイス側接触圧力は中心
からの距離

γ‑rp (ポンチ径)で不連続となるが,こ

op/qdEI20凹Ulh望SMOL9gN
HUnS 慧HiトUVLNOUG凹NコVMgON

(DIE)

図3

接触圧力の影哲喝囲(後方押出し)

隣5

.DPdI]3N⊃dhO凹UVi(出nS凸V望NO

後方押出しの接触圧力分布(H‑4.0)

3出コS 3出d.L3VLNO3.0日NコVtq ZON

qbPdHUNndhO叫UVh∝LTSQV凹HNO
山だnS HtZd卜UVトNOU GMNZ1VMt10N

.DJqdErOh凹UVhだnStNOJ.dN0

日tZnS u出dトUVトNOUG叫NコVPJdON

HだnS uとdLUV卜NOU 凹NコVTNtZON

図4

後方押出しの接触圧力分布(〟‑2.0)

｡Pd凹tGhOHUVhtZnSMOト OgN

図6

後方押出しの接触圧力分布(H‑&0)
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‑0.0の場合フリクション･ヒルは形成されず‑様な圧

力分布となる.また外乱の影響範囲の深さを見ると全般
的に摩擦の影響が少ない時ほど影響範囲が深くなってい
る.これはダイス側壁部の摩擦の影甥が小さくなるため
であると考えられる.またダイス側の方がポンチ側に比

べて影響範凶が広いが,これはポンチ側ではダイス側に
比べて外乱AUの影響による流動が､lt径方向にi‑己こりゃ

すいために影響範囲の深さが浅くなるものと考えられる.
ビレットの厚みが大きい時および摩壌定数の値が大きい
時にはポンチ側,ダイス側の影響聴園は電ならずビレッ

ト中央にどちらからも影響を受けない範囲が存在する.
ビレットの厚みが小さくなり,摩機定数の値が小さくな
るとポンチ側,ダイス側の影響範囲は電複するようにな
り,特にH‑2,4,m‑0.0の場合のように影響範囲が

図7

窒素分剖方法(前後方押出し)

ポンチ底面まで達する場合がある.
3.2

前後方押出しの接触圧力分布

前後方押出しの接触圧力分布を解析する際の要素分割

方法を図7に示す.前後方押出しの場合も後方押出し
の場合と同様微小速度増分AUの影響範囲を考慮する必
夢がある･前後方押出しの場合さらに図8に示すよう
にビレットの内部に速度の中立点が存在する,従ってポ

ンチ,ダイスの圧力分布を求める場合外乱の影響範囲は
中立点内外で独立に考える必要がある,またそうして得

られる接触圧力分布は速度の中立点位置で連続であると
仮定した･以上の集件を満足する接触圧力分布でその積
分値が全エネルギー消費率より求めた全荷重と等しいよ
うに影響範囲を定め,接触圧力分布を求めた.また外乱
AOの影響範囲外ではビレッ

トの流動状態は変化しないも

図8

DISTANCEFR｡MTHECENTEROFBILLET
0.0

0.4

0.8

1.2

接触圧力の影響範閉(前後方押出し)
DISTANCE FROM THE CENTER OF BILLET
O.0

0.4

0.8

1.2

NO3tlnS 凹tldトUV.LNOU duNコVMt10N

のとし,一部の要素境界にお

ハU 0
4

.I)PdニUNnhO山UViZtmSd山H

2

ける材料の流動速度を外乱を
与えない時と同じにしたのも

後方押出しの場合と同様であ
る.図9‑図11に解析結果を

示す,解析の際の条件として
は前方,後方へのリダクショ
ンは一定とし,ビレット高さ

を3通りに,また摩擦定数m

NO3tnS 3yd←DV.LNOU 3ZコViqt10N

‑0.5, 1.0の2通りに変化さ

.DPJ凹lqh0UV畠nSJOEg
ハU o

せた.ビレットの幾何学的形

2

4

状,摩擦定数および外乱の影

響範囲の凍さなどの値は図中
に示した.

全般的な傾向として圧力分

0.0

布はどの場合にも速度中立点
位置をピークとするフリクシ

0.4

0.8

1.2

DISTANCE FROM THE CENTER OF BILLET

(b) m‑1.0

図9

前後方押出しの接触圧力分布(〟‑0.2)
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ヨン･ヒルを形成している.

DISTANCE FROM THE CENTER OF BILLET DISTANCE FROM THE CENTER OF BILLET

同一の形状のビレットの場合
NO HUrlS 3t dトUVINOU凸3ZコV‑之tZON

摩擦が大きい方が,またビレ

(U O
4

2

(U

ハU

.prtdH3NnhOMUVitSuH

ットの厚みが薄いほどフリク
ション･ヒルの傾きは大きい.

一方外乱AOの影響範囲の深
さについては速度中立点より

内側のポンチ側影響範囲深さ
Hpl,外側のダイス側影響範
‑∫‑ いILhY

囲深さHDOは深いが中立点よ

り内側のダイス側影響範囲深

nU 0 0

(U 2 4

之03出nSHtldトUVトNOU白山ZコVt 10N

さ〃β′,外側のポンチ側影響

｡LJP7dqrGh03.UVhlSMOL10凸

範囲深さHpoは非常に浅い.

この兜由としては中立点位置
より内側のダイス近傍,およ

び外側のポンチ近傍では外乱

AOの影響が半径方向に広が
りやすいためにその影響範囲
が軸方向に少ししか広がらな
いものと考えられる.
4.結

,a

仮想要素法を用いて後方押
出し,前後方押出しの工具面

NO山tIコS MtldL3VトZOUGMNコV苫tZOEd

接触圧力の解析を試みた.そ
の結果後方押出しでは微小速

eL,PdHU≡dhO山UVhtnSGVBH

(U o o
4 2 0

度増分の影響範囲をポンチ側,

ダイス側それぞれ独立に考慮
することにより,また前後方
押出しではビレットの流れの

中立点位置を境界としてポン
チ側,ダイス側の影響範囲を
独立に考慮することにより全
エネルギー消費率から求めた
全荷重と一致する接触圧力分
布が求められた.これらの結
o

2

4

oo0

果は定性的に見てほぼ妥当な
NO3tnS 3t JトUVトNOU白BZコVPlt10〜

値と考えられ,仮想要素法に
.pr己山tGiOuUVhtZコSMO.L o内

より工具面接触圧力分布を求
めることの有効性が確かめら
れた.
(1980年4月1日受理)
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図11前後方押出しの接触圧力分布(〟‑08)
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