温間バルジ成形金型によるテーパ管成形法
山梨大学 大学院総合研究部
1．はじめに

吉原正一郎

可能な金型およびその加工装置の開発を行い，温

携帯電話から高熱伝達デバイスまで，マイクロ 間加工での難加工材料の成形を目指す．さらに，先
加工分野は拡大を継続している 1) 2)．そこで，微細な 述のとおり，基本的には厚肉管の型バルジ加工を実
製品に対しても塑性加工が可能であり、非常に有効 施するために，適切な内圧と軸圧縮力を，コンピュ
な手段となれば，価格の面も含めて既存の製品より ータを援用して制御できるシステムを構築し，最適
優位に立つことは間違いなく，急務の課題である．

プロセス制御を行い，材料の成形性向上を図る．こ
れら，①温間加工金型と②内圧・軸圧縮力制御シス

2．本研究課題の実用的な価値、実用化の見込み

テムによって，微細管のテーパ管の型バルジ加工・

近年，電子機器や医療機器において，小型，高 THF (Tube hydro forming) を達成する．
性能化の需要の高まりを受けて，管形状部品の小
径化や複雑断面化が求められている．現状，管形 4．温間 THF 装置
状部品は板材のプレス，溶接によって生産されてい 4.1 温間 THF 装置の構成
る事例もあり，同手法では製品に対してテーパやベ Fig.1 に装置の全体図を，Fig.2 に本装置の構成を
ローズなどの複雑な断面形状の付与が困難である． 示す．本装置は管材の成形用金型，サーボモータ
そこで，管材に対し塑性加工を適用することで所望 ー，油圧ポンプ，温度コントローラー，耐熱ケースお
の形状への加工が実現できれば，生産性の向上お よび Ar ガスボンベより構成されている．軸圧縮力制
よびコストの低減が可能となる．したがって，mm オー 御にはサーボモーターは PLC および PC により制御
ダーの小径管に対するチューブフォーミング技術の した．内圧負荷には油圧ポンプを用いた．管材へ内
開発が待たれるのが現状である．本研究では，難加 圧を負荷する圧力媒体として，350ºC 耐熱のシリコン
工材且つ微細厚肉管の成形法の提案を目指し、近 オイルを使用した．
年，盛んに行われている医工連携研究にも直結す
る研究であり、適時性も高く，その実用化が求められ
る．
3．研究目的
厚肉管の型バルジ加工は，加工性に影響をおよ
ぼす「延性」を期待することは難しく，さらに材質が
高強度を有するステンレスやチタンなどの場合，塑
性加工は非常に難しい．本研究では，これらの課題
を解決するため，最大 400℃程度までの温間加工が
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Heater controller

Fig.3 に金型の模式図を，Fig.4 に加工部周辺の
概観図をそれぞれ示す．本金型は左右の割り型に
より構成し，加熱には金型の中心部に挿入したカー
トリッジヒーター (300W×4) を用いた．破断時の安
全性確保と耐熱油の発火防止を目的とし，加工部
周辺をアルミ製のケースで覆い Ar ガス雰囲気とし
た．

Fig.3 Schematic of die

5．温間 THF の実施
5.1 破断内圧の導出
本実験においては医療用金属材料として用いら
れ てい る SUS304 ス テ ン レ ス 鋼 小 径 管 のほ か ，
A1100 アルミニウム小径管，および ZM21 マグネシ

Fig.4 Schematic of forming area

ウム合金小径管を用いた．Table1 に SUS304 ステン
Table1 Condition of fracture test of SUS304

レス鋼小径管の加工条件を，Table2 に A1100 アル
ミニウム小径管の加工条件を，Table3 に ZM21 マグ

Material

SUS304

ネシウム合金小径管の加工条件をそれぞれ示す．

Specimen size [mm]

Φ2.0×0.05t×L60

各供試材において，異なる複数の温度条件および

Length of forming area L0 [mm]

12

内圧負荷速度での加工を行った．なお，潤滑材に

Temperature [ºC]

RT, 300, 600

は二硫化モリブデンペーストを用いた．

Table2 Condition of fracture test of A1100

5.2 破断実験結果および考察
Fig.5 に 内 圧 負 荷 速 度 1.0MPa/s に お け る

Material

A1100

Specimen size [mm]

Φ2.0×0.20t×L60

Length of forming area L0

SUS304 ステンレス鋼小径管および A1100 アルミニ

12

[mm]

ウム小径管，ZM21 マグネシウム合金小径管の破断

Temperature [ºC]

の各温度条件における破断内圧の変化を示す．本

RT, 200, 400

Table3 Condition of fracture test of ZM21

実験におけるすべての条件において管材の破断を
確認し た． 室温 26ºC (RT) にお ける加工で は ，

Material

ZM21

SUS304 ステンレス鋼小径管は 53MPa 付近,A1100

Specimen size [mm]

Φ2.0×0.15t×L60

アルミニウム小径管は 33MPa 付近，ZM21 マグネシ

Length of forming area L0 [mm]

12

ウム合金小径管は 34MPa 付近で破断したのに対

Temperature [ºC]

RT, 250

下する傾向となった．なかでも A1100 アルミニウム小
径管においては，400ºC において 4MPa 程度で破断
し，破断内圧において最大 81%程度低下する結果
となった．以上の結果より，加工温度の変化が破断
内圧および破断時の形状に大きく影響を及ぼすこ
と，高温での加工による破断内圧の低減を確認し
た．

Inner pressure [MPa]

し，全ての供試材とも，高温条件ほど破断内圧が低
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Fig.5 Transition of fracture inner pressure
of each specimens
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5.3 温間成形実験の実施
5.2 節における破断実験により得られた各供試材
の破断内圧を基に，成形実験を行った．供試材の
寸法は破断実験と同様である．
I) SUS304 小径管の THF
Fig.6 に成形実験における内圧負荷経路および
軸圧縮経路を，Table4 に RT および 300ºC における

Fig.6 Inner pressure & axial feeding conditions
Table4 Comparison of fracture test results of SUS304

実験結果を示す．300ºC では最も大きく張り出すこと
を確認し，高さは最大で 2.69mm であった．600ºC に
おいては軸圧縮を開始後，直ちに破断し，成形が
不可能であった．600ºC の条件では結晶粒が粗大
化し，肉厚方向に存在する結晶粒の数が減少したこ
とで 破断 が生じ や すく なっ た ため と 考え られ る ．
SUS304 小径管においては，RT および 300ºC にお
いて軸圧縮終了後，内圧をさらに上げた場合，しわ
の高さが増加する結果となった．最も拡管した 300ºC
の条件においては，同内圧負荷経路によって，拡
管量が最大で 2.78mm (34%) に増加することを確
認した．
Fig.7 Inner pressure & axial feeding conditions

II) A1100 アルミニウム小径管の THF
Fig.7 に成形実験における内圧負荷経路および

Table5 Comparison of fracture test results of SUS304

軸圧縮経路を， Table5 に加工後の供試材の写真
を示す．実験結果より，RT においてはほとんど拡管
が見られない状態で破断する結果となった．これ
は，拡管に十分な延性が得られなかったためと考え
られる．一方，200ºC における温間加工において
は，最大拡管部が 3.54mm (約 77%) であり，大幅に
拡管量が向上した．このことから，温間での THF が
小径管の加工において有効な手段となりうることを
確認した．
III) ZM21 マグネシウム合金小径管の THF
Fig.8 に成形実験における内圧負荷経路および
軸圧縮経路を，Table6 に加工後の供試材の写真を

Fig.8 Inner pressure & axial feeding conditions

示す．室温においては拡管を伴わず破断したの

Table6 Comparison of fracture test results of SUS304

に対し，250ºC では 49% (軸圧縮量 0.98mm) の大
きな拡管を得られた．本結果より，開発した温間
THF 装置が，難加工材料小径管の加工においても
有効であることを確認した．
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6．有限要素解析を用いた変形挙動の再現
Table7 Conditions of FEM

動的陽解法コード LS-DYNA 3D を使用して解
析モデルを製作し，実験と同じ条件で解析を実施

Material

Blank (SUS304)/Die

Element type

Power law/Rigid body

Material model

Shell 163

Longitudinal elastic

65751/206000

modulus Ex [MPa]
Element

10000/340

Density ρ [kg/mm3]

7.93e-6/7.75e-6

し，実験で得られた形状と実際の拡管挙動を比較し
た．
6.1 解析モデルおよび解析条件
Table7 に FEM 条件を示す．解析モデルは実験
で用いた金型形状，標点間距離と同様であり，対称
性を考慮し 1/2 分割とした．本モデルは供試材およ
び金型で構成され，本研究で用いた試験片の寸法
が直径 D=2.0mm，肉厚 t=0.05~0.15mm と薄肉の管

Temperature [˚C]

RT

300

600

いても解析時間の短縮のため同様に shell 要素，供

Yield stress σY [MPa]

800

626

560

試材と金型の摩擦係数は 0.1，材料は実験と同様に

F – value* [MPa]

2614

2854

2244

n – value*

0.27

0.32

0.28

材であることから shell 要素 163 号とした．金型にお

供試材を SUS304，金型を SKD61 とした．
6.2 解析結果および考察
Table8 に RT，300ºC，600ºC それぞれの FEM と

Table8 Comparison of experimental results and FEM results

実験結果との比較を示す．RT および 300ºC の FEM
Experiment

の結果と実験結果との比較より，FEM では左右の金
型との接触部にしわが発生する結果となったのに対
し，実験では中央に 3 つのしわが生じた．FEM にお

2mm
RT
FEM

いて軸圧縮開始後に金型肩部からしわが発生した
様子が確認できる．一方，600ºC での実験結果と解
析結果の比較においては，FEM では 0.3mm 軸圧
縮を行うと供試材が金型肩部に接触し，その接触部

Experiment

で破断内圧を超えたことから，加工中の破断も FEM
を用いて予測可能であると考えられる．これらの結

2mm
300ºC

果を踏まえ，小径管の温間での THF において，

FEM

FEM を用いた変形挙動予測の実現可能性を示唆し
た．一方，変形挙動に差が生じる場合もあり，解析
精度の向上が課題である．そのため，今後，加工に

Experiment

伴う結晶粒微細化や動的再結晶を再現可能なモデ
ルを作成することで，さらに高精度な変形形状の予

600ºC

測が可能となると考えられる．
FEM

7．小径管のテーパ成形実験の実施
7.1 実験条件および供試材
Table9 に実験条件を，Fig.9 にテーパ形状の金型 5.2 節における各温度条件下での破断実験におい
キャビティの模式図を示す．加工部の長さは 3.0mm て導出した破断内圧以下で内圧を保持し，テーパ
である.試験片は外径 D=2.0mm，肉厚 t=0.2 mm の 形状の金型の大径端および両端圧縮 (CASE I，
II) , 小径端側からの圧縮 (CASE III) の三種の軸
A1100 アルミニウム小径管を用いた．
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圧縮方法を用い成形を実施し，異なる軸圧縮経路
が成形性に及ぼす影響を調査した.

Table9 Condition of taper forming test

7.2 テーパ成形実験結果および考察
Table10 に 200ºC において各軸圧縮経路を用いて
加工を行った結果を示す．両端から均一に軸圧縮
を実施した場合，CASE I および CASE III におい
て，変形形状が大きく異なる結果となった．Fig.10 に
各条件における拡管量の比較を示す． CASE I (大
径端側から圧縮) を加えた場合，最も大きな拡管が
得られた．特に大径端側の肩部付近がより大きく拡
管する結果となり，金型内部形状に最も近い形状が
得られた．次に大きな拡管が得られたのは CASE II
であったが，同ケースにおいては中心部が拡管する
結果となり，テーパ形状の成形が困難であると考え

Fig.9 Schematic of die cavity
Table10 Comparison of forming results (200˚C)

られる．最後に，CASE III においては，成形部の全

CASE I

体が拡管する結果となった．以上より，軸圧縮経路

(From large end)

2mm

の違いが管材の拡管挙動に影響を及ぼすこと，ま
た，大径端側からの軸圧縮により，本金型のキャビ

CASE II

ティに最も近い形状が得られることを確認した．一

(Both ends)

2mm

2mm

方，金型の内面形状への完全な成形は困難な結果
となり，特に最大外径部への材料の充填が課題とな
った．今後，より最適な負荷経路の検討を行うこと
で，金型形状に合わせた成形が期待される．

CASE III

2mm

(From small end)

2mm
2mm

結言
1) 本研究では適切な内圧と軸圧縮力，温度を制御

CASE II
CASE I

可能な温間 THF 装置を開発した．
2) FEM より，温間加工においても，小径管の変形

Die cavity
CASE III

挙動予測が可能であることを示唆した．
3) 小径管のテーパ成形では，管材の両端からの異
なる軸圧縮量が拡管形態に影響を及ぼすことを
確認した．

Fig.10 Comparison of expansion shape
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