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が大きい上下方向管端部肉厚は，直交する左右方
向の肉厚より薄くなっており，内面の形状は縦長の
向の肉厚より薄くなっており，内面の形状は縦長の
長円のように細長くなっている．その断面内の相当
長円のように細長くなっている．その断面内の相当
ひずみは金型に接する外周側が低く，直交する左
ひずみは金型に接する外周側が低く，直交する左
右方向の外周面が大きくなる．
右方向の外周面が大きくなる．
横断面の内面形状にも摩擦の影響が現れ，
横断面の内面形状にも摩擦の影響が現れ，
が が
大きくなると十字金型への材料流動と直交する方
大きくなると十字金型への材料流動と直交する方
向の増肉がより大きくなり内面は凹んだような形に
向の増肉がより大きくなり内面は凹んだような形に
なる．さらに，軸押込みを進めると管胴部の軸方向
なる．さらに，軸押込みを進めると管胴部の軸方向
の一部内面が完全に潰れ，一つの成形限界とみな
の一部内面が完全に潰れ，一つの成形限界とみな
すことができる状態となる．
すことができる状態となる．

h
型開き0.01mm
型開き0.01mm

h
h=285.3m
h=285.3m

型開き0.02mm
型開き0.02mm

型開き0.05mm
型開き0.05mm

h=264.1m
h=264.1m

h=377.6m
h=377.6m

型開き0.1mm
型開き0.1mm
h=385.9m
h=385.9m

4.3.24.3.2
弾性金型を用いた型開き/型閉じによるマイ
弾性金型を用いた型開き/型閉じによるマイ
クロ十字逐次成形
クロ十字逐次成形
図５図５
型開き/型閉じ
型開き/型閉じ
1 サイクル後の十字成
1 サイクル後の十字成
(a)型開き/型閉じ
1 サイクル成形
(a)型開き/型閉じ
1 サイクル成形
形形状に及ぼす型開き量の影響
形形状に及ぼす型開き量の影響
図５に
図５に
ph=160MPa，
ph=160MPa，
s-ks=0.01-0.005，軸押し
-k =0.01-0.005，軸押し
量を量を
1mm1mm
として型開き/型閉じ
1 サイクル後におけ
として型開き/型閉じ
1 サイクル後におけ
0.01-0.005
0.01-0.005
る管の変形に及ぼす型開き量の影響を示す．型開
る管の変形に及ぼす型開き量の影響を示す．型開
h=401.5m
h=401.5m
き量を増加させると，その型開き・型閉じの間に管
き量を増加させると，その型開き・型閉じの間に管
の張出し高さおよび変形状態に影響を及ぼすこと
の張出し高さおよび変形状態に影響を及ぼすこと
がわかる．具体的に本条件では，型開き量を
0.050.05 0.025-0.015
がわかる．具体的に本条件では，型開き量を
0.025-0.015
以上では型開きの時に軸押しパンチと弾性金型の
以上では型開きの時に軸押しパンチと弾性金型の
h=399.8m
h=399.8m
型開きで生じる隙間に材料が流入し型閉じで軸方
型開きで生じる隙間に材料が流入し型閉じで軸方
向に押し出されて図５の上から
3 番目と
4 番目の図
向に押し出されて図５の上から
3 番目と
4 番目の図
0.1-0.05
0.1-0.05
のように管端部の割り型分割面に爪状つばが形成
のように管端部の割り型分割面に爪状つばが形成
h=261.8m
h=261.8m
されるようになる(同図左側管端部の黄色部分)．こ
されるようになる(同図左側管端部の黄色部分)．こ
のようなつばが形成されないような金型内面と軸押
のようなつばが形成されないような金型内面と軸押
0.2-0.15
0.2-0.15
しパンチ外面の間の隙間を最小にすることが課題
しパンチ外面の間の隙間を最小にすることが課題
h=83.2m
h=83.2m
である．この材料挙動は摩擦や材料物性などとの
である．この材料挙動は摩擦や材料物性などとの
兼ね合いでも生じるものであり，それらの最適化が
兼ね合いでも生じるものであり，それらの最適化が
図６図６
型開き/型閉じ３サイクル後の十字成
型開き/型閉じ３サイクル後の十字成
必要である．
必要である．
形における張出し高さに及ぼす型開き量の
形における張出し高さに及ぼす型開き量の
以上より，本報告では型開き量は不整変形が生
以上より，本報告では型開き量は不整変形が生
じるこ
出張
し出
量し
が量
最が
大最
と大
なる
型る
開型
き開
量き
は量 は 影響影響
じと
るな
こく
と張
なく
とな
0.01mm
とした．
0.01mm
とした．
:0.01-0.005
:0.01-0.005
(b)型開き/型閉じの複数サイクル逐次成形
(b)型開き/型閉じの複数サイクル逐次成形
図６に，これまでと同様，内圧は成形サイクル中
図６に，これまでと同様，内圧は成形サイクル中
h=392.9m
h=392.9m
に負荷し続けながら型開き/型閉じの
3 回サイクル
に負荷し続けながら型開き/型閉じの
3 回サイクル
:0.025-0.015
:0.025-0.015
を終えた後における成形形状に及ぼす摩擦係数の
を終えた後における成形形状に及ぼす摩擦係数の
影響を示す．摩擦が低いほど拡管量は増加してい
影響を示す．摩擦が低いほど拡管量は増加してい
h=298.9m
h=298.9m
る．逐次成形による成形性の向上の効果が確認で
る．逐次成形による成形性の向上の効果が確認で
きる．またこれまでと同様に摩擦が大きくなれば型
きる．またこれまでと同様に摩擦が大きくなれば型
:0.1-0.05
:0.1-0.05
内への材料流動が抑えられ，管端部付近の圧縮変
内への材料流動が抑えられ，管端部付近の圧縮変
h=187.2m
h=187.2m
形が著しくなる．
形が著しくなる．
(c)型開き/型閉じの複数サイクル逐次成形における
(c)型開き/型閉じの複数サイクル逐次成形における
:0.2-0.15
:0.2-0.15
負荷経路の影響
負荷経路の影響
さらなる成形性向上の可能性を探るため，上述ま
さらなる成形性向上の可能性を探るため，上述ま
h=61.4m
h=61.4m
での成形条件の影響を調べる．その中で，成形内
での成形条件の影響を調べる．その中で，成形内
圧は繰返しのサイクル中も負荷し続けていたが，実
圧は繰返しのサイクル中も負荷し続けていたが，実 図７図７
成形条件として型閉じ工程で内圧を
成形条件として型閉じ工程で内圧を
際の実験手順を考慮して型閉じ中は内圧をゼロに
際の実験手順を考慮して型閉じ中は内圧をゼロに 除荷する負荷経路としたときの
除荷する負荷経路としたときの
3 回サイク
3 回サイク
除荷し，次の成形サイクル開始時に改めて内圧を
除荷し，次の成形サイクル開始時に改めて内圧を ル後の成形形状に及ぼす摩擦係数の影響
ル後の成形形状に及ぼす摩擦係数の影響
負荷する成形経路の影響を調べた．図７に型閉じ
負荷する成形経路の影響を調べた．図７に型閉じ
の際の内圧をゼロ(除荷)にするサイクルを
3 回繰り
の際の内圧をゼロ(除荷)にするサイクルを
3 回繰り 影響を示す．これまでと同様に，摩擦が低いほど大
影響を示す．これまでと同様に，摩擦が低いほど大
返して成形した後の成形形状に及ぼす摩擦係数の
返して成形した後の成形形状に及ぼす摩擦係数の きく拡管できるが，内圧の除荷効果はあまり変わら
きく拡管できるが，内圧の除荷効果はあまり変わら
Ｄ－６
Ｄ－６
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ない場合もある．また，高摩擦下での型開きのない
ない場合もある．また，高摩擦下での型開きのない
従来法より拡管向上効果が見られそうであるが，こ
従来法より拡管向上効果が見られそうであるが，こ
:0.01-0.005
:0.01-0.005
れらのメカニズムの検討が必要である．
れらのメカニズムの検討が必要である．
h=461.4m
h=461.4m
次に，型閉じ中の軸押しを停止する効果について
次に，型閉じ中の軸押しを停止する効果について
検討した結果を図８に示す．この場合は結果的に
検討した結果を図８に示す．この場合は結果的に
7 7
:0.025-0.015
:0.025-0.015
回の繰返し成形が行われている．その逐次成形効
回の繰返し成形が行われている．その逐次成形効
h=407.5m
h=407.5m
果が大きく表れているかどうかは不明であるが，最
果が大きく表れているかどうかは不明であるが，最
も高い拡管が実現できている．やはりこれまでと同
も高い拡管が実現できている．やはりこれまでと同
:0.1-0.05
:0.1-0.05
様に摩擦が低いほどより張出し性は著しい．
様に摩擦が低いほどより張出し性は著しい．
h=318.9m
h=318.9m
図８図８
成形条件として型閉じ中の軸押込み
成形条件として型閉じ中の軸押込み
これまでの上記の成形法について成形性向上の
これまでの上記の成形法について成形性向上の
を停止する負荷経路において７回サイクル
を停止する負荷経路において７回サイクル
効果を比較するため整理すると，型閉じ中の軸押し
効果を比較するため整理すると，型閉じ中の軸押し
後の成形形状に及ぼす摩擦係数の影響
後の成形形状に及ぼす摩擦係数の影響
しない逐次成形が最も成形性向上効果が大きいの
しない逐次成形が最も成形性向上効果が大きいの
がわかった．ただし，繰返しによる逐次成形の効果
がわかった．ただし，繰返しによる逐次成形の効果
であるかどうかは今後の検討課題である．より多くプ
であるかどうかは今後の検討課題である．より多くプ
向きに作用する場合が考えられる．この逐次成形プ
向きに作用する場合が考えられる．この逐次成形プ
ロセスを繰返すことによって，成形性がさらに向上
ロセスを繰返すことによって，成形性がさらに向上
ロセスの中で生じているマイクロトライボ挙動は複雑
ロセスの中で生じているマイクロトライボ挙動は複雑
する可能性は大いに期待できる．今後，各種成形
する可能性は大いに期待できる．今後，各種成形
で未解明である．成形性を効果的に向上させるマ
で未解明である．成形性を効果的に向上させるマ
条件の最適化および成形メカニズムの解明が必要
条件の最適化および成形メカニズムの解明が必要
イクロ管の材料物性も含めた材料流動メカニズムの
イクロ管の材料物性も含めた材料流動メカニズムの
である．
である．
解明が要求される．実験による検証も今後の課題
解明が要求される．実験による検証も今後の課題
であり，引き続き継続する計画である．今後，成形
であり，引き続き継続する計画である．今後，成形
５．まとめ(結言)
５．まとめ(結言)
圧力の低減にも本逐次ハイドロ成形法が期待され
圧力の低減にも本逐次ハイドロ成形法が期待され
本研究では成形性の低い長尺マイクロ管のハイ
本研究では成形性の低い長尺マイクロ管のハイ
る． る．
ドロフォーミング法として新たな金型の弾性変形を
ドロフォーミング法として新たな金型の弾性変形を
利用した型開き/型閉じを可能にする柔構造金型を
利用した型開き/型閉じを可能にする柔構造金型を
最後に，本研究は公益財団法人金型技術振興財
最後に，本研究は公益財団法人金型技術振興財
利用した微細管の高圧ハイドロ逐次成形の可能性
利用した微細管の高圧ハイドロ逐次成形の可能性
団 平成
30 年度研究開発助成を受けて実施された
団 平成
30 年度研究開発助成を受けて実施された
について材料流動に着目して検討した．得られた
について材料流動に着目して検討した．得られた
ものであり，謝意を表します．
ものであり，謝意を表します．
成果と課題を以下にまとめる．
成果と課題を以下にまとめる．
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