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型接触センサーを用いた管材の知的Ｙ成形法

首都大学東京 大学院理工学研究科 真鍋 健一

 
１ はじめに

軽量化成形加工としてチューブハイドロフ

ォーミング（以後、THF と略す）はさらなる

軽量化の要求により板成形分野と同様に、超鉄

鋼や軽量金属材料などのような高強度で延性

のない難加工材への適用が進み、温間さらには

ホットフォーミングへと展開している。このよ

うなますます技術の高度化の一方で、加工プロ

セス経路の最適化やそのプロセス制御に関す

る研究が極めて重要な開発研究課題の一つと

して残されている。しかしながら、それらの高

度化技術に必要なプロセス制御の実用的な開

発研究は国内外でほとんど進展していない。

実用性のある知的制御 THF としては、実機

に導入可能な評価関数を用いる知的制御が著

者らによって開発され、枝管成形の代表的な T
成形を対象としたヴァーチャルファジィ制御

ハイドロフォーミングと、金型内蔵センサーを

用いた実機のファジィ制御 T 成形システム１）

があるのみで、実機に適用した高度インプロセ

ス制御の研究開発は他には皆無である。さら

に、T 成形以外のハイドロフォーム形状のより

複雑な成形挙動にも適用できる新たな実用的

な評価関数や、金型内蔵のセンサーを持つ知的

ハイドロフォームシステムの開発が次の課題

となっている。

２．目 的

本研究では，すでに著者らが開発した実機の

知的制御 T 成形システムを，左右非対称な材料

流動でより複雑な変形挙動を示す枝管成形の

代表例である Y 成形に適用し、より普遍性が 
ありフレキシブルな知的制御 THF システムを

開発することを目的とする。そのためには，Y
成形ではカウンターパンチと管の接触位置お

よびその状態が T 成形と大きく異なり、接触領

域の形状が円形ではなく歪んだ非対称形状と

なり、しかも成形中にカウンターパンチ面で移

動するため，このような接触領域の変動や変化

にも対応できる新たな二次元接触センサーと

その評価関数を考案し、普遍性の高いフレキシ

ブルな高精度かつ高品質な知的 Y 成形システ

ムを開発するものである。 

３．実用的な価値、実用化の見込など

本研究は元々、実際のチューブハイドロフォ

ーミングプロセスに適用できるように、金型に

センサーを内蔵・組み込みし、そのセンシング

データを基にファジィ制御をする実用的な加

工システムの開発である。具体的には、これま

でチューブハイドロフォーミングで最も重要

な技術課題であった内圧と軸力の負荷経路決

定に関して、本ファジィ制御によってこれまで

の設計者の経験と勘に頼っていた試行錯誤か

ら解放して、実加工中にインプロセスで自動的

に時々刻々の最適負荷経路を決定するもので

ある。本実機成形システムでは、材料の材料特

性評価試験も不要となり、実成形中の摩擦変動

や管肉厚や材料物性値の変化にも柔軟に適応

制御して成形不良を抑え、高精度かつ高品質の

成形加工を実現できるようになる。その優れた

特長から実用的価値は計り知れない。

しかし、従来の実機のファジィ制御 T 成形シ

ステムではその応用は T 成形に限られていた

が左右非対称な成形形状の Y 成形にも適用で

きる成形システムが開発できれば、本システム
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の適用範囲が大幅に拡大し、より複雑な成形形

状にも適用できる道が拓けるようになり、実用

的な価値が確実に高まるといえる。それを通し

てチューブハイドロフォーミングの実加工に

おける大きな技術課題である加工プロセス経

路の最適化やその高度プロセス制御開発の道

を具体的に開くことに繋がり、その実用化も大

いに見込まれると期待される。 

４．インプロセス知能化 システムによる

成形法の開発

４．１ 成形用カウンターパンチ向け二次元

面接触センサーの開発

成形用に開発した接触センサーで課題とな

っていた計測できる接触長さの分解能の問題

を改善するため，図 に示すマイクロスイッチ

を既報 より小型のものを採用した。そのマイ

クロスイッチの間隔を から により狭く

配置して大幅な分解能の向上を図り、また管軸

方向と直交方向の接触長さをともに測定する

ため，マイクロスイッチを十字型に配置した円

形のプリント基板 を設計した。その結果、

マイクロスイッチの数は既報の 個から 個

に大幅に増やした。それに伴い接触ピンの数も

増え、組み上げる二次元面接触センサー全体の

構造が複雑になるため、全体の構造を見直し図

のように既報に比べ構成する部品も含め全体

構造の簡素化を図った。二次元面接触センサー

として測定可能領域は管軸方向と直交方向に

とした。なお、成形実験中の破裂にも対

応できるように，使用したマイクロスイッチは

耐水規格の ものを用いた。

図２にチューブハイドロフォーミング 装

置のモニターに表示した面接触センサーの画

面を示す。黒い点が接触しているマイクロスイ

ッチの位置を表している。直径 の丸棒を

接触させたときの表示画面であるがモニター

表示も同じ接触状況を示している。

図 1 開発したカウンターパンチ用二次元

面接触センサー 

図 2 THF 装ｽﾃﾝ置本体と開発した二次元

面接触センサー用モニター画面 

図 3 金型内蔵センサーを実装した Y 成形

用金型 
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図 に金型内蔵センサーを実装した 成形用

金型を示す。新たに開発した二次元面接触セン

サーおよび既報で開発した小型接触式変位セ

ンサーを金型肩部に設置した。

４．２ 金型内蔵センサーを用いた 成形リア

ルタイムファジィ制御評価関数と制御アルゴ

リズム

左右非対称となるＹ成形の枝張出し型

における成形不良が発生しない適正材料流動

プロセスは、枝管頭部の型なじみ度を適切に保

持し、かつ枝管肩半径部近傍での波状座屈が起

きないように、左右の軸押込み量を独立に制御

しながら材料を常に金型に沿ってなめからに

流動させることが肝要である。したがって、成

形不良が起きない適正材料流動プロセスを実

現するためには、波状座屈や型離れ、枝管頭部

の型なじみ度を評価しながらリアルタイムに

カウンターパンチ変位増分に対応した左右の

軸押込みを独立にプロセス制御するインプロ

セス適応制御アルゴリズムが必要となる。

図４にダイ肩部と管材の隙間から、成形不良

の危険度を評価する評価関数 Ξ 、Ξ と Ψ 、

Ψ を示す。 は枝管肩部と管との過度の型離

れ Ξ 、Ξ 、 は枝管頭部での隙間による成

形不良の評価関数 Ψ 、Ψ である。左右異なる

軸押込み量に対応させる為、左右別々の評価関

数を用いて個々の軸押込み量を制御する。金型

内に内蔵させた面接触センサーと小型変位セ

ンサーを用いて実成形中に評価関数の値を測

定する。

ファジィモデルによる軸押込み量 時々刻々

の軸押込み増分Δ は、図 に示すように左

右独立に評価関数、例えば左側であればΞ と

Ψ およびその微分値Ξ ’とΨ ’ を求め、そ

のうち主として Ξ と Ξ ’とからなる入力メ

ンバーシップ関数に代入し ルールに

図 4 Y 成形における評価関数 ΞおよびΨ  

(a)枝管肩部しわの評価関数 Ξ 

(b)枝管頭部の型なじみの評価関数Ψ 

図５ Y 成形における各軸押込み変位増分

を求めるファジィルール 
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よって出力メンバーシップ関数に代入し重心

法で最終軸押込み変位増分Δ を得る。この

ようにして左右独立の軸押込み変位増分が得

られ 成形に適したリアルタイム知的制御が

実現できるようになる。カウンターパンチ変位

は同じようなアルゴリズムでその変位増分を

同時に求める。

また図 にカウンターパンチと管材の接

触隙間から減肉を評価し、カウンターパンチ移

動量を決定する評価関数 Ψ 、Ψ を示す。張出

し部がカウンターパンチと適切な接触距離を

保つことで減肉を防ぎつつ成形することが出

来るようにする為のものである。カウンターパ

ンチに搭載された接触センサで実成形中に軸

および直交方向の隙間長さを同時に測定した。

４．３ 供試材及び実験方法

図 にファジィ制御 成形実験の概要を示

す。供試材は長さ 、直径 、肉厚

のアルミニウム合金 を用い、

その力学的特性値を表 に示す。成形実験で

は、内圧は各ステップに一定の増分で上昇さ

せ、軸押し量増分、カウンターパンチ変位量増

分はファジィ制御により決定される。初期カウ

ンターパンチ位置 、最終カウンター

パンチ変位量 とした。

金型内蔵センシングシステムの性能実験は、

実際のセンサー状態とモニタリングで表示し

た結果を比較した。 の 成形実験は、

最終張出し高さを と設定し、変位センサ

ーが 検知してから、接触長さを常に

保持するように軸押し変位と 変位をファジ

イ制御した。潤滑剤はフッ素潤滑剤を用いた。

５ 実験結果及び考察

図７にインプロセス 成形ファジィ制御実

験より得られた 成形管を示す。しわ、座屈，

割れなどの成形不良は確認できず、 成形上部

Young’s 
modulus 
E /GPa 

Poison’s 
ratio 
ν 

Yield 
stress 
σy 

/MPa 

Tensile 
stress 
σb 

/MPa 

Elongation 
λ /% 

68.6 0.34 120 210 29 
 

図６ ファジィ制御 Y 成形実験の概要とカ

ウンターパンチの初期位置 

表 1 供試材の材料特性(A6063-T5) 

図７ インプロセス 成形ファジィ制御実

験において得られた 成形品 

図８ Y 成形における枝管成形側の肉厚分布 
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の充填率がまだ十分でないが、それ以外は実成

形中の金型内蔵埋め込みセンサーからのセン

シングデータを用いたリアルタイム制御によ

って初めて 成形制御を実現した成形品であ

る。

図８にその 成形上部の肉厚分布を示す。肉

厚ひずみをほぼゼロに抑えられているが、左右

の軸押し側の肉厚は著しく増肉しており、制御

アル具リズムから結果的に左側の材料供給が

より多く行われていたことがわかる。

図９に成形実験中の実際のセンシングデー

タからのインプロセスファジィ適応制御によ

り決定された負荷経路を示す。内圧の上昇に伴

い左右の軸押し量、カウンターパンチ変位量が

それぞれ適切に制御されていることがわかる。

左右の軸押しは結果的に左が右の約 倍多く

押込み、材料を供給していることがわかる。こ

のアルゴリズムであれば 成形の傾斜角が変

化しても適切な軸押しが実現できることが予

測できる。

６．まとめ

本研究ではカウンターパンチとの接触状態

が 成形と大きく異なり左右非対称な材料流

動でより複雑な変形挙動を示す 成形を対象

にして、より一般性のある金型内蔵センサーを

用いたリアルタイムファジィ適応制御による

成形法を開発した。そのため、新たに 成形用

センサー内蔵金型を製作した。成形中に測定可

能な つの評価関数を提案し、割れやしわが発

生しない程度に最大限張出し部に材料を流入

させるファジイインプロセス制御を開発し

成形が実現できることを示した。

図９ インプロセス 成形ファジィ制御実験に

おいて得られた成形経路

しかし、 成形頭部の成形形状は十分なもの

でなく、制御アルゴリズムの改良が望まれる

が、基本的に左右の軸押し変位が異なる 成

形にも実際に金型内蔵センサーを応用できる

ことを実際に示すことができたことは大きな

成果と言える。本制御コンセプトの拡張によ

り、さらに複雑な成形形状にも適用の可能性

が示されたため、今後さらに実際のチューブ

ハイドロフォ ミングへの応用が拡大される

ことを期待したい。

最後に、本件の一部は公益財団法人金型技

術振興財団の助成によってなされた。ここに

深く感謝の意を表します。

７．参考文献
1) Ken-ichi Manabe, Xu Chen, Dai Kobayashi, 
Kazuo Tada、Procedia Engineering 81 (2014) 2518 – 
2523 :doi: 10.1016/j.proeng.2014.10.360 

− 8 − − 9 −


