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ロールフォーミングの製品形状と変形機構
　The　Profilc　of　Cold　Roll．Formed　Products　alld　Mechunisrn　of　Deformation　Proccss，
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1．　まえがき

　ロールフォーミングとは，ロール成形，Cold　Roll

Forming，　Band　Prefilwalzungとも呼ばれ，一列に並ん

だ数組ないし十数組の成形ロールの間にフープ材を通

し，漸進的かつ連続的に曲げ加工を施して一様な所要断

面を有する管材・形材・プレー一卜類などを得る塑性加工

法の1種であって，加工技術としては，圧延・板金プレ

ス加工にも比すべき大きな分野を，li　bbる問題であるが，

比較的新しい技術であるために，従来実験的にも解析的

にも見るべき研究がきわめて少なく，その技術的基盤の

形成が著しく遅れている．このため，その技術体系の糸

口さえ把握されないままに，断片的な経験の集積により

実際生産が行なわれているのが現状である．

　近年，わが1珂においては鉄鋼の生産設衛・技術がとも

に飛躍的な発展を示し，各所にHot　Strip　Mill・Cold

Strip　MillおよびHoop　Miil等の大型高性能の鋼板圧

延設｛1苗が建設されて品質の秀れた帯檀が大避に生産され

るようになるとともに，これらの帯板を素材として大量

に用いるロールフt’一ミングが注目されるようになり，

現在設備および技術の而で急速な発展と改善が期待され

ている．

　生産量も増加の一一idをたどり，製品の種類も軽量形鋼

1等の建築構造材・各稲管材・デッキプレート類・サッシ

材・ガードレール・自動車や航空機部品等の様々な分野

に広く及んでいる．材料工業としてのロールフt一ミン

グは，当初，各秘パイプ工業・軽量形鋼工業によって代

衰されていたが，C形鋼などの小型の柱材などから始っ

たロールフォーミングの建築構造材への進出は，現在で

は4尺幅の板を直接成形し，デッキプレート・フロァパ

ネル・ルーフデッキ・キースト芝プレート等の屋根材・

庫材の生産により，建築構造物の面を構成する材料にま

で広く進出している．一方，部品工業としてのロールフ

ォーミングは，航空機・自動車・電気冷蔵庫・プレハブ

住宅等の総合組立工業における有力な部品加工工程を形

成している．しかしこの分野におけるロールフt－一ミン

グの進出はいまだ日が浅く，モの発展は今｛麦に諜せられ

た問題であるが，そのためにもロ・一一ルフt－一ミングの技

術的基盤の形成と学問的体系化が是穽共なされなければ
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ならない．

　筆者等は，工業技術として大きな領域を占めながら学

問的技術的基盤の欠除しているこのn・一コVフt一ミング

の技術の体系化を目ざして一速の研究を進めているが，

以下これまでに得られた結果を示しつつ，ロ・一一ルフt一

ミング加工に関する諸問題のうち，得られる製品形状と

それを規定する吝種成形条件因子との関係およびメカニ

ズムなどについて概略を述べる．ただし，紙面の制限に

より本報で扱うのは円弧形断面の成形の問題に隈定す
る．

2．　問題の所在と研究の方法

　P－一ルフォーミングに関する諸問題を実際的な面から

大別すれば，（1）ロールプロフィルの設計および製品精

度からみたロール製作の問題、（2）成形工程と成形技術

および製品形状制御の問題，（3）成形荷重・成形トルク

および消費動力算定の問題，（4）成形機製造上の問題，

（5）生産ライン構成と付属設備の問題等が考えられる

が，これらの賭問題の根底にあるのが，ロールフォーミ

ング加工における素材の変形の形態と特質に関する問題

である．各スタンドのロールプロフィルの設計，最適な

パススケジュールの決定，m一ル径およびロール周速の

与え方，製品形状制御の機構，パスラインの最適化とそ

の調節機構，ロール・素材間の接融状態と成形荷重・成

形トルクとの関連性などロー・一・IVフt－一ミングに関する数

多くの問題を解明するためには，成形過程において各ス

タンドのロールからm・・一ルへ移行する素材がたどる変形

径路と各極成形条件因子がこの変形径路に与える影響の

解明，同時に素材の受ける変形形態の特質を明確に把握

すること，さらに成形各ロールが素材に加える束縛の形

讐ならびに強弱を解明し変形径路や変形形態との関係を

明らかにすること，などが必要不可欠な要件となる．

　このように多くの問題がまったく未解決のまま残され

ているロールフォーミングに関して研究を進める場合

に，最も垂要なことは，で毒るだけ基本的観点に立ち，

広範囲にわたる実験的研究を行ない，それらを通じて成

形過程において生起する諸々の物理現象を適確に把握

し，整理検討し，上述の問題点を全俸的な立場から考察

することが必要であると考えられる．

　ta・一一ルフt－一ミングによって成形される各種断面形状
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図1　ロールフt一ミングに関する実験的研究における各種固子の関係

およびそれらの成形工程を分析すると，数類種の基本断

面とその成形工程により複合構成されているとして理解

することが可能である．この甚本断面としては，円弧形・

V形・台形断面などが考えられる．筆者らは，これら3種

の基本断面形状に関して図1に示すような一連の実験的

硬究を進あている．なかでも円弧形は最も基礎的かつ広

範囲に行なわれている断面であり，円弧形断面に関する

製品形状と変形過程・変形形態；Pm・一ルから受ける拘束

の形態と強弱あるいは各種成形条件因子との開係に関す

る研究は，ロー一ルフォー・ミングに関する全体的研究の立

場からみてもきわめて重要である，そこで本報では，円

弧形断面のNo．1～3スタンドの単スタンド成形および

タンデム成形の場合について，各種の成形条件下におけ

る索材の変形過程および製品形状の変化をみながら，ロ

ールフt一ミングにおける素材の変形に関する基本的岩

問題を考察し，同時に製品形状を規定する諸因子の影響

と形状決定のメカニズムについて概略を述べる．

使用記号一一一fi

RH：ロール高さ（mm），ロールプロフィル癌部を±

　　Oとし，素材が凸ロ・一”rル側より進入する場合を正

　　とする．

GH：入ロガイド高さ（mm），正負の定あ方はRHの

　　場合と同じ

SD：スタソド間隔（rnm＞

2戸

RGD：ロール．ガイド｛ll粥～ξ（mm、

FS：成形速度（m／min）

RC：ロールクリアランス（mm｝

（ρ，）　R。Ll・・一ル曲げ半径（mm、

Dコ，D2：凸ロール最大径，　pn　V　Mル最小径〔「nm）

2b，　t：崇材板輪索材板厚（mm）

（1／ρ．）：製品の長手方向そりの1搬串（mm－1，cm　り，た

　　だし鞍形にそった場合の曲率を正とする．

ρ，｛y）：製品断面の幅方向曲げ半径分布，ρ。ドρパρ恥

　　はおのおの與・＃2・＃3ロール出口の製品形状に

　　関する輻方向曲げ半径を表わす．

α嵩RH／SD，　GHfRGD：業材のみかけの対ロール進入

　　角，at・α2・cr：は坦・坦・孝3ロールに対する進

　　入角．

ξ　＝2b／　（pv）　Roi，：成形断面係数，ξ’は上と同じ．

rp・＝2b／t：素材断面係数，

ζ一（ρ”）R。1：／t　：成形曲げ係数，

A　＝RC／t：圧下係数，

f・・Pv／（ρ蟹）R。Tl・：成形度，

プ犀D21の1：上下ロール径比，

ηrは上と同じ．

ζ‘は上と同じ．

’f　‘は上と同じ．

f、は．hと同じ．

rtは上と同じ．

3．案験方法

　実験は平ロールを組合わせた入ロガイドと，ユ～3組

の円弧形成形ロールを図2のように配置し，左から素材

をモう入し円弧形半開断面の製品を得る．戚形ロールは

亀
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　　　ユ80・90・60mmである。
　　（3）　ロールクリアランユ設計値は3。Ommである。

図3　E・C系クリアランス方三式・11ヨ弧形単スタンド

　　タンデム成形実験条件一覧轟

凹ロールを上に，凸ロールを下にKし，凸ロールプロフ

ィル先端が水平な一直線上にある場合を基準パスライン

として，これよりGH，　RHの値を定める．　GH，　RHの

正負は素材がllV－一ル側より進入する場合を正とする．

圧下調整は定クリアランス方式を採り、RCは円弧形プ

ロフィル底部で設定する．実験条件の1例は閃3に示す

ごとくであるが，実験では盗樋条件因子の単独効果の解

明に主韻を置いているので，ある特定の条件因子の水準

を変化させる場合には他の条件因子の水準をあらかじめ

定めてある標準値に保つことを原則とする．

　ロールフt一ミングは，モの加工法の特徴として長尺

一様断面の製品を連続的に大量生産できることがあげら

れているが，製品を真直かつ正しい所要断面に仕上げる

ことはきわめて難しく，実際には現場作業者が経験的に

成形i舞…件を調整してN的とする形状を得ている．そeで，

ロールフォーミングで得られる製品の形状は，大別して

長手方向の真直性と所要断面形状への成形度に関する形

状因子とによウて評価するのが妥当である．本実験では
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上記の各種成形条件下で得られた製品の形状を、全体的

形状因子の長手方向そり曲率（1／ρ．）と部分的形状因子の

断面各部の曲げ半径の幅方向への分布p，（y）で把握し

検討する，

4・成形過程における素材の変形形態と各種付加的

　歪成分の分布ならびにその推移

　ロールフt一ミングによる成形は，プレスやプレスブ

レーキなどによる一次元曲げ成形と異なり、素材は各ス

タンドの成形ロールにより漸進的な曲げ加工を受ける．

したがって成形過程にある素材を全体的にみると，きわ

めて複雑な三次元的な変形曲面を呈し，素材の幅方向の

異なる位置にある各部はおのおの異なる空間的軌跡をた

どり異なる歪径路を経て成形を受ける，ロ・一一ルフオーミ

ング本来の目的は素材に幅方向の曲げ加1を施し所定の

断面形状を得ることにあるが，上述のような加工法上の

性質から，成形過程にある素材には所要断面成形のため

の輻方向曲げ歪似下eyeで表示する）が加わるばかり

でなく，幅方向・長手方向・板厚方向の伸び・圧縮の膜

歪（以下εシゼex、・　e＃．で表示する）や長手方向曲げ歪

（以下砺で表示する）などの各種の付加的歪成分が必

然的に加わる，これらの付加的歪成分はevbと互いに作

用し合い，素材内部の応力状態・製品形状・残留応力分

布さらには成形限界などを規定し，重要な役割を果たすp

先にも述ぺたようにロールフォーミングの基礎をなす問

題は，ζれら付加的歪成分の成形過程における挙動・分

布形態とその推移を適確に把握し，その影響やevbとの

相互作用のメカaズムおよび強弱を解明することにあ

る．実際の成形過程において，幅方向の異なる位置にあ

る素材各部は，成形条件により規定される異なった歪径

路をたどるので，付加的歪成分の大きさと加わる順序お

よびevbとの相互作用は素材各部で異なる．ゆえに円弧

形断面を有するロールにより成形しても，製品の断面形

状が必ずしも一様な円弧形になるとは期待できない．

　ロールフt－’ミングの成形過程において素材が受ける

ζのような変形径路を実際に把握するため，筆者らは，素

材表面に抵抗線型歪ゲージを貼付する方法により各種歪

成分の分布ならびに推移を直接測定した、測定の方法は

園4に示すように素材表面上の定められた位置に表裏対

にして塑性歪ゲージを長手方向と輻方向に貼付し，これ

を所定の成形条件のもとで成形し，モの各過程において

U－一ル直下からゲー－S’までの距離とそのときの歪の値を

測定する．この方法で測定される表面歪から雍材内部の

膜歪と曲げ歪を求める，図5には単スタンド成形でα＝

O，ξ・・1．4の場合の長手方向表面歪が成形過程において

変化する推移の測定例を示す．

　このような測定結果を通じて，（1）一一般に成形過程に

ある素材はロール直前にきてから急激な変形を受ける．
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図4　ロール入口測の業材のひずみ分布測定方法説明図

（2）素材はロール直前において長手方向に激しく曲げや

曲げ戻し受ける．（3）素材は成形過程において幅方向の

曲げ変形を一様に受けるのではなく，成形過程の比較的

早い時点で強く曲げられる部分と，逆にロール直前・直

下で急激に曲げられる部分とがある，（4）各種付加的歪

成分e．x・θパe．eの成形過程における分布形態とその

推移は必ずしも単調ではない，等の結果を得ることがで

きる．これらはいずれもロールフォーミングの変形形態

の重要な特徴と考えることができる．また素材各部が受

ける変形過程のこのような相違は当然製品形状に大きな

影響を与えるものと考えられる．

　筆者は，別に行なった解析的研究において，各種付加的

歪成分およびその歪径路が断面成形のための幅方向曲げ

変形に与える影響を細かく検討したが，モの結果を上記

の歪径路の測定結果に適用すると得られた製品形状と歪

径路が良く対応していることが解る．たとえば，膜歪en’

evvは堰方向曲げ応力avの板厚方向の分布を板の中央

面に蕗して対称化する効果を有し，その絶対値が大なる

程，成形後の製品の弾性回復量が減少することが期待さ

れるが，事ge　eu．eyyの絶対値が大となる歪径路を通った

部分は他の部分に比較して成形度が良好な結果が縁られ

ている。図6はタンデム成形の場合の各スタンドのロー

ル直前におけるe＝の分布形態の対ロール進入角αによ

る変化を示す．ettの分布形旗は妻1　v・一ル（ξi　・・　1．　O），

＃2ロール（ξ2＝2．O）の場合aに対してほぼ同じ変化

を示す．これらは各P一ル入口側での素材の量する変形

曲面形状や空聞的軌跡の指対的長短と対応するものであ

る・＃3ロール（ξ3＝3．O）に開しては薯3ロール入口

4
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図5　長手方向表而ひずみの推稚（例）

側だけでなく葬2ロール出口での素材の変形曲面形状や

空間的朝跡長の相対的IYJ係をあわせて考慮する必要があ

ると考えられる．このように素材の歪径路あるいは各種

付加的歪成分の分布形態およびその推移は成形条件因子

の変化に伴って大きく変化し，その結呆として製品形状

の変化が起こる．

5．製品形状に関する実験結果ならびに考察

　（t）　各租成形条件因子が製品の長手方向のモリ曲串（1　“’ρs）

　　に与える影響

　一般に素桝を幅方向に曲げると長手方向のそりが誘起

されて製品は鞍形（1／P＝＞Oと定める）になりやすいこと

が知られているが，ロールフォーミングではその加工法

上の特質から，成形過程において上記各種の付加的歪が

生じこれが斑手方向のモりを大きく左右する．なかでも

e，．　・　e、bの影響が支配的である．したがうて各極成形条

件因子のうちe．tとe、bとの分布形態と値の大小とに大

きな影響を与える条件因子ほど長手方向のモリに大きな

影簿を与える，すなわち，パスラインまたは素材の対ロ

ール濫入角α，成形断面係数ξ、素材断面係数η，成形曲

げ係数ζ等により（1／ρ．）は大きく変化するが，e＝　．　e・h

に直接的な影響を与えない条件悶子である圧下係数」、

上下ロール｛e　D1，　D2，成形速度FS等は極端な場合を陳

いて（1！p．）にほとんど形響を与えない．図7はタンデ

ム成形（＃1二ξi＝1．O，老21＆＝＝　2．　0，＃3：ξ3　・＝　3．　O）の場

1



21趣・12号｛1959，12）

a＞0

a＝o

M・〉・

　＃2

ξ：＝2．o

十

　＃3

ξ，＝3．0

姐産研究　　653

eくo

t

図6　タンデム成形の場合の長
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図7　D・一ル高さRHが製品の長手方向曲率（1iPx）に与える影響

合の各スタンドのαiによる（1ノρx）iの変化を示す，一

般に単スタンド成形の場合にはαが負から正へ変化する

と（1／p．）は正から負へと単調に減少する．αに対する

（1／p．〉の上記のような変化はαに伴うer．の分布形態

の変化と対応している．α〈Oの場合には素材は凹ロー

ル側から進入し，中央部に比較して縁部は空間的に長い

軌跡を描くため縁部ではex＃＞O，中央部ではet、＜Oと

なり，結果的には製品は鞍形にモり（1／ρ．）＞0となる．

α＞Oの場合は逆に素材は凸ロール側から進入し申央部

でetr＞O，縁部でe＝r＜Oとなり（1／ρ．）くOとなる．

RGDあるいはSDが増大し入ロガイドまたはスタンド

相互間の素材進入径路に与える束縛が弱まるとe＝＝の分

布が平均化され（1／p．）の変化の度合が減少する．a＝O

の近傍ではξが小さい限りer．の分布の偏りはさほど大

きくない．ξが増大するとessの分布の偏りが助畏され，

そりが誘起されやすくなるが，他方断面の長手方向曲げ

翻性が増大するためξと1／p．の間の対応関係は必ずし

5
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も明瞭ではない，α≒Oの場含にはξの大きい断面ほど

進入径路の差異によるerrの分布の偏りが大きく現われ

るため，ξによる（工／Px）の変化が明瞭になる．

　タンデム成形の場合には図7から明らかなように，ξ

の増大と共にαに対する（ユ／ρ。〉の関係が著しく変化す

る．特にξ3＝3．Oの場合には明瞭な極大値を示す．この

ようにαに対する（IXρ。）の関係がξによって大きく異

なるのは，タンデム成形の場合にはe．。およびe，eの分

布形態がξとαにのみよって決定されるのではなく，隣

接するスタンド間のξの値の相対的大小と土流側スタン

ドにおける素材の歪径路により規定されるためである．

図6に示すようにタンデム成形の場合には上流側のξが

比較的小さいスタンドで発生するe．rの分布と，下流側

のξが大きいスタンドで発生するenの分布形態が逆転

する場合がある，これは当該スタンド入口側の素材の進

入径路や空隠的な軌跡の長さによるばかりでなく，隣接

する上流側スタンド出口側に関しても同様な歪径路に対

する検討を必要とする事を示している．α＝Oで板厚tが

増大するとeybの増大に｛半うe．bの増大の（1／ρ．）に対

する寄与の増加により，（1／ρ．）は正の方向へ変化する．

またα＝eの近傍ではe．t・e．bの分布はロールが素材

に加える束縛の強弱にほとんど影響されず，ξのいかん

によらず（ユ／ρ．）はnの影響を受けない．

　a　・eの近傍で板幅2bを変化させると一般にξの減

少と共に（1／p．〉が増大する．ξが減少すると1e．．1が

減少し幅方向の分布は均一化するが，他方成形断面の長

手方向曲げ剛｛生の急激な減少とe．bのそりに対する寄与

の増大が起こり結果的に（ユ／ρ」）が増大する．但し2b　＝

一定で（ρのR。11が変化する場合にはξと（ユ1Pのの間に

は1対1の対応関係が必ずしも成立しないのは先に述べ

たとおりである．

　上下成形ロール径の大小は素材に対するロールの束縛

形態を規定する主要因子であり業材の対ロール進入径路

に影響を与える．一般に成形過程にある素材はロール直

前にきて急激な変形を受ける傾向があるが，ロール径の

大小はこの急激な変形を受ける素材領域を拡大・縮小さ

せる効果があり，ロール径の大なる程変形は広い領域に

分散させられる．しかし実際にはロール｛墨増大はスタン

ド間隔増大に直接結びついておi），またロール入口側で

のロールが素材におよぼす束縛は比較的弱いものである

から，極端な場合を除けば通常の成形条件の範囲内では

ロール径の影響はほとんどないといえる．

　（2）各種成形条件因子が製品の輻方向曲け半径分布pKy）　t：

　　与える彰讐

　既述のように，ロールフォーミングによる成形の特質

は素材にその本来の冒的である断面成形のための幅方向

曲げ歪eveばかりでなく各種付加的歪成分et．・e．一・　e，ジ

幅方e、．　tsどが加わることICある，こたらの付加的歪成

6
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分は幅方向曲げ変形および応力avの分布に大きな影響

を与え，成形後の弾性回復量を左右することを通じて製

品形状を支配する要因となる．谷々の付加的歪の大きさ

と加わる順序は，業材幅方向の各部で異るので，avの大

きさと板原方向にみた分布形態も索材各部でまったく異

るものとなる、したがって弾性回復量にも差異が生じ，円

弧形m・一ルにより成形された製品断面が必ずしも一様な

円弧形とはならない．製品断面の輻方向曲げ半径ρ”に対

する付加的歪成分の効果は相当複雑なものとなるが，歪

径路が明確で付加的歪成分が単独または定まった順序を

追って次々と付加される場合には比較的明確にその効果

を評価することができる．華者等は，この問題に関してロ

ール直下において索材各部が受けると考えられる種々の

変形形態を個別的に採りあげ，etr，8紳，　evv，　e・．がPv

の分布あるいは大きさに与える影響について解析を進め

ている．その結果8甜，evvはその絶対値が大きいほど弾

性回復量を減少させる方向に作用すること，e．bは素材

が凸ロールに沿って進入する場合には弾性回復量を減少

させる効果が少なくJ凹ロールに沿って進入する場合に

は効果が大きいことなどを明らかにした．

　しかしながら実際の成形過程においては付加的歪成分

は常に複合された状態で業材に加わりその歪径路もかな

り複雑であるため，それらの複合効果を適確に評価する

ζとはかなり因難である．またモれらの効果を単独効果

の単なる重ね合わせとして評価することについても問題

mu　8，9にはタンデム成形（ξi　・＝1．　O，ξ2＝2．　O，　e…3．0）

1．6
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　　　　　　　　　　累材帽2h
図8＃1スタンドのロール高さが幅方向曲げ半径”‘の

　分布に与える影響
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　　　　　　　　　　鍛財幅Zh
園9　書3スタンドロールi拓さRH，が幅方向曲げ半径ρ恥

　　の分布に与える影響

がある．筆者等は，この点について付加的歪成分の一般

的歪径路における後合効果を評価する手法について目下

検討を進めている．以下これらの点を考慮しつつ告種成

形条件因子がPrの編方向への分布に与える影響につい

て述べる．

　図8，9にはタンデム成形（ξi　・1．O　ξコ＝2．O　ξ3　＝＝

3．0）の場合の勃，13スタンドロール高さRH，，　RHユま

たはal，　a3によるρv”Pv，の分布形態の変化を示す．

縦軸には成形度f＝ρv1（ρv）　R。llをとってある．まずξの

植の大小すなわち成形が進行し断面が深くなるに従い

Pviの分布形態自体が非常に異なるものとなるが，それ

らの分布形態がさらにaiによって規則的な変化をする

ζとがわかる、同時にalこよる影鞍の現われ方はξによ

り異なる．

　ξi＝　1．0（＃1スタンド〉では，α1　＝Oの近傍でPViの

分布は幅方向にほぼ一様であるが，α1＞Oとなるに従い

素材申間部から縁部へ向って成形度は悪化しρvtは急激

に増大する、これはα：＞Oとなるに従い付加的歪成分

のうちenが次第に正から減少することと8、ムが正から

負に転じるための効果が現われたものと考えられ，αエが

極端に大きくなりenが負に転じその絶対値が十分大と

なれば縁部の成形度は再び改善されることが予測され

る．一方素材申央部は伽自体が他の部分に比較して大

きくなることに加えe．t（＞0）が十分大きく成形度は良

好である．一方．α1〈0になると素材縁部ではe，t（〉①

の値が増大し，またe．e　hS正側に大きくなる効果が現わ

建産研兜　　655

れてPVIは減少し成形度は改善される．このとき中央部

では恥が正から負に転じるため絶対値が減少し成形度

は次第に悪化する，

　ξa＝・3．0（＃3スタンド）では，α3＝　Oのとき素材中間

部から縁部へかけてρv，の極小値が生じ∫≒1，0となる．

この極小値は書2スタンドのα2＝Oにおいても現われ，

α2，a3が0の近傍にある限り明瞭に見られる．これは付

加的歪成分の影響ばかりでなくevbの分布自体の影響も

含んでおり，ロール間にかみ込まれた素材が必ずしもプ

ロフィルに沿って幅方向に曲げられておらず，特に実際

の成形時にロールの設定時間隙が増大すると索材は幅方

向に節を以って曲がる傾向を示すことなどによる．α3＞

Oとなるに従い＃1スタンドの場合と同様のe＃x・e．bの

効果h5強まり中央部ならびに縁部の成形度は改善され

Pv，の分布は次第に均一化される．α3＝O．113の場合に

はρv，の分布はほぽ水平な直線状となりf≒1．08とな

る．またα3＜3となっても同様なPv、の分布の均一化

と成形度の改善が起こる．

　設定ロール間隙RC（圧下係数A）のPvの分布に与

える影響をみると，nの変化特に1．Oよりの増大に対し

てPvの分布形態自体は変化せず，　n＝1．0で成形度不

良であった部分はますます悪化するがA＝1．0で成形度

良好であうた部分はAの植に開係なく良好である．し

たがって沼増大に伴いρyの分布の変動は激しくなる，

慨述のように（1／pのがnの影響をほとんど受けない

事実と対比させて考えると，nの増大に伴うe。t　・　etb

の分布形態とモの推移の変化は微小であると考えられ，

Pv分布のこのような変動の増大はオの増大に伴うロー

ル素材聞の接触圧力分布の形態と強弱の大幅な変化およ

i．2

L1

1．0

1．2

1．2

1．1

i．o

Ren：シOM－3　　｛Pr）　｝la1：：61・5k　TL　P・：3ex2ゐ・SS41

1．06　　　　　　0．5　　　　　　0．0　　　　　　　0．5　　　　　　1．eb

　　　　　　　　　　素財幅2b

図io素材板幅2bが輻方向曲げ半径ρ”sの分布に与

　　える影響
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びそれに付随するevbの部分的な解放によるものと考え

られる．

　図10にはタンデム成形の場合の＃3スタンド出側に

おける素材輻2う（ξ）の変化に対するPy、の分布形態の変

化を示ずこの場合各スタソドの（Pv）　R。llをtl．一一・一定とし

てある．（ρv）R。【1の値にかかわりなくξゴ＝1．0を満足す

る2bを与えた場合Pviの分布が均一化される傾向があ

り，ρv，の分布にもそれが見られる，ただしfの埴自

体には（Pv）R。11の値により相違があり下流側スタンドで

成形が進むほど弾性回復量は減少しfは1，0に近づく，

ξf＞1．Oになると素材中間部から縁部へかけての一部分

のPv、が次第に設計値に近づきfに明瞭な極小値が生

じ，他方中央部および縁部の成形度はむしろ悪化の傾向

を示す．ξ、＜1．・eになると縁部の成形度は次第に悪化し

fの増大が激しくなる．

　このような2bすなわちξの変化に伴うρvの分布形

態の本質的ともいえる変化は，まずξの変化と共にロー

ルの素材に対する束縛がまったく異なるものとなり，モ

の結果素材の対ロール進入径路およびe．＃・e．b・evv等の

各稲付加的歪成分ばかりでなく，輌方向曲げ歪evb臼体

の分布および推移が大きく変化するためと考えられる．

ξゴ＝1．OがPv，分布の均一性を与える境界の値となるこ

との原因はいまだ明確ではないが，素材幅に対する，a）

断面深さ、b）立上り角，　C）進入径路と空間的軌跡長な

どの相対的大小関係から考えてξ、軍1．0の近傍で最も無

理のない成形ii轟件が満たされていると考えられる．

　図11，12には以上述べたa・ξ・ηによるρ，の分布形

態の変化の概略図を示す．この他成形速度FS，スタン
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ド聞隔SD，ロール径D1・Dz等の影響は微小である，

6．結 言

　本報ではロールフォーミングにより成形される各種断

面形状の構成要素として最も基本的な円弧形断面の単ス

タンドおよびタンデム成形を例にとり，成形過程におけ

る素材の変形径路とその特質および各種成形条件因子が

製品形状に与える影響のメカニズムについてその概要を

説明した．製品形状に対しては，成形過程における素材

各部の変形径路およびその際発生する各種付加的歪成分

の分布形態や推移が重要な意味を有することを明らかに

し，長手方向そり曲率（ユ／p．）は長手方向膜歪と曲げ歪

分布にまとして支配され，幅方向曲げ半径分布Pv（y）は

a）幅方向曲げ歪，b）各種付加的歪成分，　c）接触圧

分布に支配されるという意味から，各腫条件因子の影響

は第工に業材の対ロール進入径路を通じて，第2にロー

ルの業材に対する束縛の形態と強弱に与える影響の度合

により評価できることを示した．

　　　　　　　　　　　　　　〔1969年9月25日受理）
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