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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイスとブランクホルダーにより固定された被加工オーステナイト系ステンレス鋼板に
パンチを押し込んで円筒深絞り加工する際に、ダイス及びパンチの材質・形状、被加工ス
テンレス鋼板の材質・形状、しわ押え力並びに潤滑条件なる条件を実際の深絞り加工条件
と同じ条件にして予め割れが発生する深絞り高さまで成形する予備深絞り加工を施し、予
備深絞り加工品に発生した割れの位置から深絞り頂部までの高さを測定した後、実際の深
絞り加工時に、パンチが被加工オーステナイト系ステンレス鋼板に触れる直前に成形速度
を遅くし、少なくとも予備深絞り加工品に発生した割れの位置から深絞り頂部までの高さ
分成形した後に成形速度を速くすることを特徴とするオーステナイト系ステンレス鋼板の
円筒深絞り加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絞り加工初期の成形速度を遅くして深絞り成形性を向上させたオーステナイ
ト系ステンレス鋼板の円筒深絞り加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　板厚の薄い金属板素材から、円筒，角筒，半球状等、継目のない有底形状の容器を製造
する方法として、パンチ，ダイス又はこれに代わる冶具を用いて深絞り加工する方法が多
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用されている。
　深絞り加工方法ではプレス装置が用いられ、加工対象の薄板をプレス機械のダイス上に
ブランクホルダーで固定し、ブランクホルダーにしわ押え力を加えながらパンチを下降，
上昇させることにより、被加工薄板をパンチ形状に変形させるものである。
　そして、プレス機械のプレス方式としては、従来、油圧プレスとメカプレスの二方式が
採用されている。
【０００３】
　油圧プレスは低速成形が可能であるため深絞り加工に適しているが、生産性が低い。こ
れに対して、メカプレスは加工速度が速いため生産性に優れるという利点がある。その反
面、加工速度が速いと加工対象の材料に割れが生じやすくなるという難点がある。
　また最近では、例えば特許文献１に見られるように、駆動源にＡＣサーボモータを用い
てスライドモーションを任意に設定可能なサーボプレスも使用されている。
【０００４】
　使用頻度が高くなっているサーボプレスは、駆動源にＡＣサーボモータを用いているた
め、スライドモーションを任意に設定することができる。また、加工時の加工速度を遅く
することによる騒音の低減や、型寿命の向上なども期待できる。
　これまで、絞り加工では加工中のスライド速度は遅い方が良いとされており、絞り加工
が終了するまでスライド速度を遅く、絞り加工が終了してからスライド速度を速くするス
ライドモーションを採用している。
【０００５】
　サーボプレスでは、スライドモーションを任意に設定することができるものの、実際に
はどのスライド位置が絞り加工性に影響を及ぼすかについて把握できていなかったため、
絞り加工に対してサーボプレスの特性を活かしきれていなかった。
　ところで、絞り加工では加工中のスライド速度を遅くする理由として、割れ発生の抑制
が挙げられている。そして、加工中のスライド速度を遅くしたために生産性が悪化してい
る。
　そこで、本発明者等は、金属板に円筒深絞り加工を施す際、パンチが材料に触れる直前
に成形速度を遅くし、初期の張出しが完了しフランジ外周が流入し始めた段階で成形速度
を上げることにより、生産性を高めた金属板の円筒深絞り加工方法を提案した（特許文献
２）。
【特許文献１】特開２００２－２６３７４２号公報
【特許文献２】特開２００７－９８４２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２で提案した金属板の円筒深絞り加工方法は、ダイスとブランクホルダーによ
り固定された被加工材料にパンチを押し込んで深絞り加工する際に、パンチが材料に触れ
る直前に成形速度を遅くし、少なくともパンチ径×０．２５の高さ分成形した後に成形速
度を速くしようとするものである。
　割れが発生する部位が、パンチ径×０．２５高さ位置よりも低い位置であることを確認
し、その部位までの成形速度を遅くし、その部位を過ぎた後、成形速度を早くして生産性
を高めようとするものである。
【０００７】
　特許文献２で紹介した方法は、一般的な素材を深絞り加工する際、割れ発生を抑制しつ
つ生産性を向上させる観点からは、有用な技術である。
　しかしながら、近年では、耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼板を素材とし
、高機能化、高意匠化した深絞り製品が求められている。また、深絞り加工により円筒容
器を製造する際には、底部コーナＲを小さくして容量を大きくした深絞り製品が求められ
ている。
【０００８】
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　本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、オーステナイト系ステ
ンレス鋼板に円筒深絞り加工を施す際、パンチが被加工オーステナイト系ステンレス鋼板
に触れる直前に成形速度を遅くし、割れ発生部位を過ぎた段階で成形速度を上げることに
より、生産性を高めた円筒深絞り加工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のオーステナイト系ステンレス鋼板の円筒深絞り加工方法は、その目的を達成す
るため、ダイスとブランクホルダーにより固定された被加工オーステナイト系ステンレス
鋼板にパンチを押し込んで円筒深絞り加工する際に、ダイス及びパンチの材質・形状、被
加工ステンレス鋼板の材質・形状、しわ押え力並びに潤滑条件なる条件を実際の深絞り加
工条件と同じ条件にして予め割れが発生する深絞り高さまで成形する予備深絞り加工を施
し、予備深絞り加工品に発生した割れの位置から深絞り頂部までの高さを測定した後、実
際の深絞り加工時に、パンチが被加工オーステナイト系ステンレス鋼板に触れる直前に成
形速度を遅くし、少なくとも予備深絞り加工品に発生した割れの位置から深絞り頂部まで
の高さ分成形した後に成形速度を速くすることを特徴とする。
　なお、本発明方法における「成形速度」は金型のスライド速度を意味している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のオーステナイト系ステンレス鋼板の円筒深絞り加工方法により、通常割れが発
生しやすいパンチ肩部が変形する段階の成形速度を遅く、割れ発生部位を過ぎた段階で成
形速度を上げることにより、結果として成形性、生産性を高めることができる。
　サーボプレスの採用により、成形途中における成形速度が可能となるため、本発明は実
用上極めて有用なものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明者等は、オーステナイト系ステンレス鋼板に円筒深絞り加工を施す際に生産性を
高めることができ、かつ成形精度の優れた製品を得ることができるプレス法について検討
した。その過程でサーボプレスの使用も検討した。
　一般に絞り加工時の成形速度が速くなると、歪みが周囲に伝播するよりも先に変形が進
行するため、局部的に歪みが発生して割れに到る場合が多い。単に絞り加工中の成形速度
を遅くするだけでは、油圧プレスと同様、生産性が悪くなる。
【００１２】
　殊に、オーステナイト系ステンレス鋼板にプレス加工を施そうとするとき、成形速度が
速くなると材料温度が上昇しやすく、引張強さや伸びの低下が起こって、割れが発生しや
すくなる。このように成形速度が速くなって材料特性が変化するのは、成形速度が速くな
ると塑性変形に伴って材料温度が上昇し、TRIP現象（変態誘起塑性：Transformation-ind
uced Plasticity）が抑制されるためである。
　そこで、サーボプレスを用い、絞り成形性に影響を及ぼさない領域で、成形速度を速く
することを検討した。
　検討の結果、パンチが材料に触れる直前に成形速度を遅くし、割れが発生しやすい部位
を成形中は遅い成形速度を維持し、割れ発生部位を過ぎた段階で成形速度を上げることに
より、生産性を低下させずに深絞り成形性が向上することがわかった。
　以下に、その詳細を説明する。
【００１３】
　パンチ２とダイス３を備えたプレス装置で被加工材料１に円筒深絞り加工を行う際には
、図１に示すように、パンチ２とダイス３の間に、材料の厚さ＋αの隙間、いわゆるクリ
アランスｃが設けられている。通常、このαは板厚の２０％程度とされている。
　肩半径Ｒｐを有するパンチ２とダイス３で加工が進行するとき、被加工材料１の材料全
てがパンチ２と接触しているわけではなく、図２に示すように、前記Ｒｐを僅かに過ぎた
辺り（図２中Ａ点）からパンチ２と材料が離れている。
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　そして、図２中、被加工材料１の先端からＡ点までの長さは、前記使用パンチの肩半径
Ｒｐが小さいほど短くなる。
【００１４】
　パンチ２と材料が接触している領域、すなわち図２中のパンチ頭部からＡ点までの範囲
（図中のＢ領域）ではパンチ２との間に摩擦が存在するため、加工中は当該部位において
は、材料は伸び難くなる。したがって、パンチ２と材料が接触している領域では、板厚減
少は起こり難くなる。
　ところで、絞り加工中、成形力が材料に作用しているが、前述したようにパンチと接触
している領域では摩擦が存在するため材料は変形し難く、パンチから離れている領域（図
中のＣ領域）で材料の伸び変形が進行する。伸び変形が進行する過程で、歪みが集中する
部位がパンチと離れる起点である図２中のＡ点となる。
【００１５】
　なお、金型と接しておらず、離れているという意味では、ダイス３側にも起点は存在す
るが、ダイス側の起点はフランジの流入とともに位置がずれるため、歪みの集中は起こら
ない。一方、パンチ２側では起点Ａは絞り加工中ほとんど移動しないことから、歪みの集
中が起こりやすくなる。
　そして、絞り加工中、材料に掛かる成形力が、材料の最も弱い、すなわち歪み集中部位
の材料自身の引張強さを上回った時点で、その部位において割れが発生することになる。
通常、この割れをα破断と称している（前記＋αとは意味合いを異にするものである）。
　前記した通り、被加工材料１の先端から、歪み集中により割れやすいＡ点までの長さは
、使用パンチの肩半径Ｒｐが小さいほど短くなる。したがって、肩半径Ｒｐが小さいパン
チを用いてプレス加工するほど、比較的加工初期の段階で、すなわち浅い部位で割れが発
生しやすくなることになる。径が比較的大きいパンチを用いてプレス加工する際、当該パ
ンチの肩半径Ｒｐを小さくすると、前記特許文献２で提案した技術であるパンチ径Ｄｐ×
０．２５よりも低い成形高さから速い速度での成形が可能となって、生産性がさらに向上
することになる。
【００１６】
　前記した通り、オーステナイト系ステンレス鋼板を素材としたときのα破断は、成形速
度に依存する。
　そこで、本発明では、オーステナイト系ステンレス鋼板に円筒深絞り加工を施す際、予
め割れ発生部位を検知する予備加工試験を行って、図３に見られるように、割れ高さＨを
知る。そして、この結果に基づいて、図４（ａ）に示すように、成形高さｈが割れ発生高
さ（Ｈ）分まで遅い成形速度で加工し、割れ発生高さ分の成形（高さｈ）が過ぎた時点か
らは図４（ｂ）に示すように速い成形速度で加工して、結果的に生産性を高めたものであ
る。
　なお、プレス油を用いた絞り加工では、成形速度を上げることによって、プレス油の持
ち込み効果により潤滑性が向上し、成形性が向上して成形精度がよくなるとともに、生産
性もさらに向上する。
【００１７】
　前記した通り、オーステナイト系ステンレス鋼板にプレス加工を施そうとするとき、成
形速度を速くすると割れが発生しやすくなる。遅くすると割れを発生させることなく加工
することができる。本発明では、予め割れ発生限界の速度を確認しておき、本成形時の割
れ発生高さ分までの成形には、その割れ発生限界速度を下回る遅い速度で成形することに
なる。
【００１８】
　ところで、前記割れ高さＨは加工条件によって変化するため、予備加工試験を、ダイス
及びパンチの材質・形状、被加工ステンレス鋼板の材質・形状、しわ押え力並びに潤滑条
件なる条件を実際の深絞り加工条件と同じ条件で行う必要があることは言及するまでもな
い。
　このような、成形途中での成形速度の変更は、サーボプレスの使用で可能となる。サー
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ボプレスを用いて成形モーションを最適化すると、従来のメカニカルプレスを用いた場合
と比較して、成形性、生産性が大きく向上する。
【実施例】
【００１９】
　次に、ＳＵＳ３０４系のステンレス鋼板に絞り加工を施した事例を紹介する。
　供試材として、表１に示す機械的特性を有する板厚０．８ｍｍのＳＵＳ３０４冷延焼鈍
板を用いた。
　パンチとして、φ５０ｍｍ、φ１００ｍｍ、φ２００ｍｍの三種について、それぞれ肩
半径Ｒｐを種々変化させたものを用いた。各種のパンチに応じて、片側０．１６ｍｍのク
リアランスをとったダイスを用いた。なお、ダイスの肩半径Ｒｄは２ｍｍに統一した。パ
ンチとダイスの材質は共にＳＫＤ１１（ダイス鋼）とした。
　なお、プレス油としてαソープ（(株)フドー製）を用い、ブランクホルダーによるしわ
押え力をそれぞれφ５０ｍｍ：２０ｋＮ、φ１００ｍｍ：１００ｋＮ、φ２００ｍｍ：１
８０ｋＮとして、成形速度２５０ｍｍ／ｓｅｃでプレス加工した。
【００２０】
【表１】

【００２１】
　φ５０ｍｍ、φ１００ｍｍおよびφ２００ｍｍなる三種のパンチ径に応じて、それぞれ
のＲｐにおいてぎりぎり割れが発生する条件である限界絞り比より少し大きいサイズの前
記供試材からなる円形のブランクに、パンチを押込み速度２５０ｍｍ／ｓｅｃでブランク
に割れが発生するまで押込む予備試験を行った。
　試験終了後、深絞り予備試験体の割れ発生高さＨを測定した。
　各深絞り予備試験体における割れ発生高さＨと、用いた各パンチの径Ｄｐ，肩半径Ｒｐ
の関係を整理すると、表２，３，４に示す通りとなる。
【００２２】
【表２】
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【表３】

【００２４】
【表４】

【００２５】
　成形速度以外は上記条件と同じにして、成形速度の切換えによる割れ発生状況の違いを
見た。なお、成形速度は初期を１２．５ｍｍ／ｓｅｃとし、予備成形で求めた割れ高さＨ
となった後に成形速度を２５０ｍｍ／ｓｅｃへ変更したところ、それぞれ絞り抜けるまで
成形可能であった。一方、割れ発生高さＨに達する前に速度を速くしたものについては、
全ての条件において割れが発生し成形不可能であった。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】深絞り加工方法を概略的に説明する図
【図２】深絞り加工時におけるパンチと被加工材料との接触関係を説明する図
【図３】円筒深絞り加工品に発生する割れの位置を説明する図
【図４】本発明方法における成形速度の変更のタイミングを説明する図
【符号の説明】
【００２７】
１：被加工材料　　　２：パンチ　　　３：ダイス　　　４：ブランクホルダー　　　
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