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１. はじめに
医療・精密・情報通信機器などの微小化に伴い，
生産性の観点からマイクロ塑性加工が注目され
ている．しかしながら，従来の塑性加工技術をマ
イクロ寸法領域に適用する際には，種々の「寸法
効果」が問題となる．
マイクロ塑性加工において用いられる金属箔
材では，板厚に対する表面粗さの相対的割合が大
きいため，表面粗さを板厚の不均一さとして捉え
る必要がある．この不均一さは，塑性加工の進行
に伴い金型や工具と接していない表面の粗さが
増大する「自由表面あれ」により顕著になる(1)．
また箔材では材料全体に占める個々の結晶粒の
相対的割合が大きいため，個々の結晶粒の特性の
違いが材料全体の巨視的変形挙動に影響を及ぼ
す(2)．
さらに一般の塑性加工をマイクロ寸法領域に
て行う場合には，これらの影響に加えて金型や工
具との接触による表面の平滑化も同一加工中に
生じるため極めて複雑な応力・変形状態となる．
したがって，箔材を対象としたマイクロ塑性加工
においては，加工中の箔材の微視的変形や接触な
どのメゾトライボ挙動およびその成形性に及ぼ
す材料の不均質性の影響を明らかにすることが
重要となる．
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３．実用的な価値、実用化の見込など
微細精密プレス成形は医療・精密・情報通信機器
の部品を大量かつ高速に生産する手法として非
常に注目されている。その一方で，マイクロスケ
ールにおけるプレス成形は，表面粗さや結晶粒な
どの寸法効果の影響を受け，マクロスケールで得
られていた従来の知見を，そのまま適用すること
は困難である。本研究で開発を行った塑性変形に
伴う表面あれ進展を考慮した材料不均質性を考慮
した解析手法は，単純な引張モデルだけなく，実際
の微細精密プレス成形に応用可能なモデルになっ
ており，プレス成形中の表面あれ進展や金型との接
触等のメゾトライボ挙動を評価可能であり，極めて実
用的な価値が高いと言える。実用化の見込みとし
て，本解析手法は，現在，市販の有限要素解析ソフ
トウェアへの入力ファイルに対して数段階の前処理
が必要であり，完全にパッケージ化はされていな
い。本手法をパッケージ化し，より一般的な使い方
ができるようになれば実用化への見込みが開けるも
のと考えられる。

４．研究内容の詳細
4.1 材料不均質性を考慮した FE モデル
(1) 塑性変形の進行に伴う表面粗さ進展
金属材料の表面粗さ R は，式(1)に示すように
結晶粒径 d および相当ひずみeq に比例して増加
することが経験的に知られている(3)．
２．目 的
R=cdeq+Ro
(1)
本研究の目的は，微細プレス成形に用いられる
ここで，c は材料定数，Ro は初期の表面粗さであ
金型表面構造の最適設計指針を得るために，これ
る．
までのマクロスケールでは注視されてこなかっ
た微細プレス成形中の材料の表面凹凸の微視的
(2) 変形抵抗差に基づく不均質モデル
変形および金型との接触界面において，何が起き
箔材の材料不均質性を考慮するため，本研究で
ているのかを解析手法を活用して明らかにする
は古島らにより提案された FE モデルを用いた．
ものである．さらには金型／材料表界面のメゾト
これは材料の微視的不均一変形が個々の結晶粒
ライボ挙動がプレス成形性に及ぼす影響を明ら
の変形抵抗差によって生じると捉えたモデルで，
かにするものである．
後述の不均質パラメータを Swift 型の変形抵抗
そこで本研究は，塑性変形に伴う表面あれ進展
曲線に乗じることで式(2)のように示される．
を考慮した材料不均質性を考慮した解析手法を
i=j•K(eq+o)n
(2)
開発する。開発した解析手法を用いることによっ
(ただし，j=1~7，1<2<…<7，4=1)
て微細プレス成形中の材料／金型間の接触界面
ここで，i は FE モデルにおける要素 i の変形抵
挙動の見える化を可能にすることで金型／材料
抗，K は塑性係数，n は加工硬化指数，o は初期
表界面のメゾトライボ挙動がプレス成形性に及
の相当ひずみである．の階級は 7 とし，材料特
ぼす影響の評価を行う。
性の異なる要素は j=4(=1)のものを平均として
正規分布に従う割合となるようランダムに配置
する．
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(3) ボロノイ図に基づく結晶粒モデル
結晶粒をモデリングするために，本研究では図
1 に示すボロノイ図法を用いた．これはある空間
上の任意の位置に複数の基準点(母点)を配置し，
同一空間上の他の点がどの母点に近いかによっ
て領域を分割する方法である．分割されたそれぞ
れの領域を 1 つの結晶粒とみなすと，各母点の間
隔は材料の平均結晶粒径と一致する．計算ソフト
に MATLAB 8.1.0.604 (R2013a)を用いて結晶粒の
モデリングを行う．

表1

ボロノイ図法

UFG-SUS304 箔材の材料特性

Young’s modulus Poisson’s ratio Yield stress K-value n-value o
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図 2 不均質モデル
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図 3 不均質パラメータの同定
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(2) 実験・解析結果および妥当性検討
引張試験によって得られた UFG-SUS304 の材料
特性を表 1 に示す．またこの材料特性を用いて図
2 に示す長さ 250m，板幅 150 m，板厚 20 m，
平均結晶粒径 1.79 m の不均質引張試験片モデ
ルを作成した．この図において，色の違いは材料
特性の違いを表している．このモデルに対し種々
の  を与えることによって解析から得られた相
当ひずみと表面粗さの関係と実験結果の比較を
図 3 に示す．FE コードには LS-DYNA ver.971 を
用いた．これより，=0.267(1=0.25，2=0.50，
3=0.75，4=1.00，5=1.25，6=1.50，7=1.75)と
同定した．さらにこの条件における引張試験の解
析結果から得られた真応力–真ひずみ曲線と実験
結果の比較を図 4 に示す．実験結果，通常の FE
モデル(均質モデル)および不均質モデルの解析
結果が良好な一致を示していることから，本研究
で用いる不均質モデルが微視的には不均質で巨
視的には均質な挙動を表現するモデルとして適
切であることが確認された．

E /GPa

True stress /MPa

4.2 不均質パラメータの同定および妥当性検討
(1) 実験条件
供 試 材 に は ， 板 厚 t=20m ， 平 均 結 晶 粒 径
d=1.79m の 超 微 細 粒 ス テ ン レ ス 鋼 箔 (UFGSUS304)を用いた．単軸引張試験に用いる試験片
の標点間距離は 10mm とし，平行部は 21mm と
した．引張試験機には島津製作所製の
AUTOGRAPH(AG-50kN ISD)を用い，ひずみ測定
には同社製のビデオ式非接触伸び計(DVE-101)
を用いた．引張速度は 1.0mm/min とした．また各
の同定のため，破断ひずみに至るまでの範囲で
試験を数回止め，試験片を取り外し，共焦点レー
ザ顕微鏡(VK-X100)を用いて各段階における同
一箇所の算術平均粗さ Ra を測定した．表面粗さ
の基準長さは 250m とした．引張試験および表
面粗さ測定は室温にて行った．

図1

応力ひずみ曲線の比較
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(2) 通常のマイクロ深絞りにおける成形限界線図
c=1.4t=28m のしごきを含まないマイクロ深
絞りに関して，均質モデルにおいてしわの生じな
い限界であった DR=2.01，BHF=1N の条件におけ
る同一の(=0.214)に対する同一段階の各マイク
ロカップ外観を図 6 に示す．結晶粒径の増加に伴
いフランジしわが生じやすくなっていることが
わかる．また均質モデルにおいて破断の生じない
限界であった DR=1.91，BHF=48N の条件におい
ては，結晶粒径の増加に伴い板厚方向に不均一変
形が生じやすくなり，d=20m のマイクロカップ
には図 7 に示すくびれのような局所的な変形が
現れた．同様に，DR=1.91，BHF=48N の条件にお
ける同一の d(=10m)に対するマイクロカップ表
面を図 8 に示す．の増加に伴い自由表面である
パンチ肩部内表面において表面あれが進展して
いることがわかる．ダイ肩部においても同様の結
果が得られた．同一の(=0.214)に対する成形限
界線図を図 9 に示す．今回検討した全ての条件に
おいて，結晶粒径および不均質パラメータの増加
に伴い均質モデルから予想される結果よりもマ
イクロ深絞り性が低下することがわかった．また
その影響は結晶粒径に依存する部分が強く，
d=20m の条件においてもっとも顕著であるこ
とがわかった．これは板厚方向に対する結晶粒の
数が 1 個となることによって周囲の結晶粒から
受ける変形拘束が弱まり，板厚方向に局所的な変
形が生じやすくなったためであると考えられる．
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図 5 微細精密プレス成形の FE モデル
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図 6 しわ発生挙動に及ぼす結晶粒の影響

図 7 粗大結晶粒における局所変形
(DR=1.91, BHF=48N, =0.214).
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図 8 表面あれ進展
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4.3 メゾトライボ挙動およびマイクロ深絞り性に及ぼ
す結晶粒径および不均質パラメータの影響
(1) 解析条件
前述のモデリング方法に基づき金属箔材の材
料不均質性を考慮したマイクロ深絞り解析モデ
ルを図 5 に示す．パンチ–ダイ間のクリアランス
を変化させることにより，通常のマイクロ深絞り
およびしごきを含むマイクロ深絞りの 2 種類の
解析モデルを作成した．以下に示す数種類の条件
に対ししわ抑え力(BHF)を変化させて解析を行
うことによって，メゾトライボ挙動およびマイク
ロ深絞り性に及ぼす箔材の結晶粒径および不均
質パラメータの影響を調査した．絞り比
DR=1.80, 1.91, 2.01, 2.12(ブランク半径 Rb=1700,
1800, 1900, 2000m)の各ブランクに対して，結晶
粒 径 d=2, 10, 20m ， 不 均 質 パ ラ メ ー タ
=0.70~1.30, 0.40~1.60(=0.107, 0.214)とし，比較
のため均質モデルによる解析も行った．摩擦条件
は静摩擦係数s=0.20，
動摩擦係数k=0.15 とした．
パンチ–ダイ間のクリアランスは，しごきを含ま
ない条件においては c=1.4t=28m，しごきを含む
条件においては c=0.9t=18m とした．
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図 9 成形限界線図
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(3) しごきを含むマイクロ深絞りにおけるメゾトライボ
挙動に及ぼす材料不均質性の影響

Friction force /N

DR=1.80，c=0.9t=18m としたしごきを含むマ
イクロ深絞り解析によって得られた摩擦力–スト
ローク曲線を図 10 に示す．しごきを含むマイク
ロ深絞り解析は定隙間 h=1.1t=22m の条件にて
行った．この摩擦力は，摩擦のある条件における
絞り荷重から，摩擦のない条件における絞り荷
重，すなわちブランクの圧縮および摺動に要する
力を差し引くことによって求めた．絞り荷重に及
ぼす結晶粒径の影響は特に見られなかったため，
以後は不均質パラメータの影響について言及す
る．この図を見ると，①最大摩擦力および②しご
き部における摺動摩擦の 2 点において顕著な差
が現れていることがわかる．①の最大摩擦力の変
化は，図 11 に示すようなの増加に伴う表面あ
れに起因したブランク表面の凹凸がダイ流入時
に押しつぶされる過程において接触面圧が増加
するために生じたものであると考えられる．また
②のしごき部における摺動摩擦に関しては，ひず
みレベルがほぼ同程度の状態となるしごき部に
おいては，図 12 に示す相当ひずみ分布は個々の
結晶粒の強度差にほぼ一致する．工具による箔材
の圧縮に要する力は強度の最も高い結晶粒に依
存し，これにより不均質モデルにおいては接触面
圧が大きくなり，摩擦力の増加へとつながったと
考えられる．
５．まとめ（結言）
本研究で開発した不均質 FE モデルに基づき板
厚 20m の箔材のマイクロ深絞りおよびしごき
を含むマイクロ深絞りを対象に，メゾトライボ挙
動およびマイクロ深絞り性に及ぼす材料の不均
質性の影響に関する検討を行った．その結果，し
ごきを含まないマイクロ深絞りにおいては，結晶
粒径および不均質パラメータの増加に伴いフラ
ンジしわや局所的なくびれのような不均一変形
の発生により，均質モデルから予想される結果よ
りもマイクロ深絞り性が低下することがわかっ
た．またその影響は，d=20m の条件においても
っとも顕著であることがわかった．これは板厚方
向に対する結晶粒の数が 1 個となることによっ
て周囲の結晶粒から受ける変形拘束が弱まり，板
厚方向に局所的な変形が生じやすくなったため
であると考えられる．
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図 10 摩擦力の比較
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またしごきを含むマイクロ深絞り解析においては，
不均質パラメータの増加に伴い，最大摩擦力および
しごき部における摺動摩擦の 2 点において顕著な差
が現れた．前者は の増加に伴う表面あれに起因
したブランク表面の凹凸がダイ流入時に押しつぶさ
れる過程において接触面圧が増加するために生
じ，後者は工具による箔材の圧縮に要する力が強
度の最も高い結晶粒に依存し，これにより不均質モ
デルにおいては接触面圧が大きくなり，摩擦力の増
加へとつながったと考えられる．
本研究は，塑性変形に伴う表面あれ進展を考慮
した材料不均質性を考慮した解析手法を開発する
ことで微細プレス成形中の材料／金型間の接触界
面挙動の見える化を可能にすることができた．今
後，本手法を発展させることによって実用的な微細
精密プレス成形の加工条件や金型表面構造の新た
な設計指針を提言することができると考えられる。
６．参考文献等
(1) 山口 克彦ら, 塑性と加工, 21-231 (1980), 315.
(2) Tiesler, N., Wire, 52-1 (2002), 34.
(3)
Mahmudi, R. et al., J. Mater. Process. Technol.,
80-81 (1998), 707.

-9-

