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目主

技術分野

０００1 本発明は、プレス成形の技術に関し、より詳しくはプレス成形品の製品コーナー部

成形方法に関する。

背景技術

０００2 従来、ブレス成形においては、ブレス成形品の袋状コーナー部分に割れやしわが

発生し易く、割れやしわが発生した製品はスクラップにされている。このため、ブレス

成形用金型の製作前には、ダイフェースの造形検討やシミュレーション評価等が実

施され、製品に割れやしわが発生しない金型を製作するよぅに考慮がなされている。

しかしながら、金型製作後にブレス成形品の試作を行ってみると、事前検討の通り

にいかない場合も多い。

そして、実際には製作された金型を改修して対症療法的に割れやしわが発生しな

い金型に仕上げていく場合が多く、この金型の改修に多くの時間や費用が費やされ

ている。

０００3 ここで、従来のブレス成形用金型を用いたブレス成形方法について、図4～図9を

用いて説明をする。尚、図4、図8、図9においては、上型たるダイ32を透過した平面

視を表しており、説明の便宜上、ダイ32の図示を省略している。

図4および図5に示す如く、破線で示す絞りプロファイル2 は、平面視において、下

型たるポンチ33とブランクホルダー34の境界部分に現れる境界線である。また、二

点鎖線で示す製品見切り線22は、ブレス成形の対象となる材料部材において、製品

として残される部分と、切り取られる部分との境界線である。つまり、製品見切り線22

よりも内側の材料部分は製品として残されて、製品見切り線22よりも外側の材料部分

は切り取られてスクラップとされる。

そして、絞りプロファイル2 と材料部材外形線23によって囲まれる範囲 (図4中に

示す斜線部分) のしわ押さえ面32a とクッション面34a によって扶持部3 7が形成され



ている。挟持部3 7は、図4中に示す斜線部分の材科部材 (フランク) 3 5に対して流入

抵抗を付与しつつ材科部材3 5を挟持する。

０００4 図5、図6に示す如く、従来のブレス成形用企型3 は、タイ32と、ボンチ33と、フラ

ンクホルター34等により構成されている。

所硝クノション絞りと呼はれるブレス方式ては、ます、図5 (a) に示す第 状態ては、

フランクホルター34上に背板状の材科部材3 5を載置する。

次に、図5 (b) に示す第2状態ては、上方よりタイ32か降下することて、タイ32に形

成されるしわ押さえ面32a とフランクホルター34に形成されるクノション面34a ( ち、

挟持部37) て材科部材3 5の縁部35a か挟持される。

０００5 次に、図6 (a) に示す第3状態ては、挟持部3 7て材科部材3 5の縁部35a を挟持し

つつ、タイ32から受ける押圧力に応してクノション面34a か降下する。

そして、図6 (b) に示す第4状態ては、ボンチ33に形成される凸部33a は、タイ32

に形成される凹部32bに臨んた状態て、材科部材3 5を押圧する。これにより、挟持

部3 7によって扶持される材科部材3 5は、凸部33a およひ凹部32bによって形成され

る空隙部36に、矢印 およひ 2の方向へ流入しつつ、凸部33a や凹部32bの形

状に沿って塑性変形する。ここて、塑性変形する材科部材3 5は、図7中、符号 お

よひ 2て示す部位て湾曲されるとともに、長さ たけ仲延される。このよぅに材科部

材3 5か加工されることにより、立体的な製品か成形される。

０００6 図4およひ図8に示す如く、従来のブレス成形用企型ては、しわ押さえ面32a とクノ

ション面34a によって形成され材科部材3 5の縁部35a を挟持する挟持部3 7は、コー

ナー部3 5bの周囲を連続的に包囲する略 字状に構成されていた。

コーナー部3 5bか成形される工程ては、図8に示す如く、コーナー凹部32c に向か

って2方向の側面 (即ち、図8中に示す 側と5側)から材科部材3 5の流入か集中し、

これによりコーナー部3 5b外側の縁部35a (より祥しくは、図8中に示す囲み部 の範

囲) は圧縮方向に押圧 (所硝、縮み成形 ) されていた。

０００7 その結果、図9に示す如く、コーナー部3 5b外側の縁部35a (即ち、図8およひ図9

中に示す囲み部 の範囲)ては厚みか増加するといぅ現象か発生していた。

そして、この縁部35a (囲み部 )の厚み増加は、流入抵抗増加の原因となり、コ一



ナ一部3 5b周辺 (ょり詳しくは、図9中に示す囲み部 の範囲) に割れやしわを発生さ

せる原因となっていた。

また、コーナー部3 5bの曲率半径を 、さく設定すると、流入抵抗の増加がょり顕著

となるため、曲率半径を大きくすることができず、デザインが制約される原因ともなっ
ていた。

０００8 そこで、ブレス成形品の袋状コーナー部分に発生する割れやしわを低減するべく、

金型の構成部品であるダイを改良し、該ダイのしわ押さえ面に設けるビードに加え、

コーナー部分のしわ押さえ面にも凹部・凸部を配設するょぅにし、これにょり袋状コー

ナー部分に流入する材料のしわ発生に対する抵抗を増加させて、割れやしわの発

生を低減する技術が知られている。例えば、日本特開平8 ０9 7号公報にその技

術が開示されている。

しかしながら、係る従来技術では、ブレス成形品の絞り深さが深い場合には割れや

しわの発生を十分に抑えることができないといぅ問題があった。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 本発明は、絞り深さの大小に係わらず、ブレス成形品のコーナー部分で発生する

割れやしわを低減することができるブレス成形用金型、おょび該金型を用いたブレス

成形方法を提供することを課題としている。

課題を解決するための手段

００1０ 本発明の第一の態様であるブレス成形用金型は、凹部と該凹部の周囲に形成され

るしわ押さえ面とを備えるダイと、前記凹部に対応する凸部を備えるボンチと、前記し

わ押さえ面に対応するクッション面を備えるブランクホルダーと、を備え、前記しわ押

さえ面と前記クッション面にょって挟持部を形成し、該挟持部にょって材料部材を挟

持しつつ、該材料部材をブレス成形するブレス成形用金型であって、前記挟持部は

、前記凹部のコーナー部に速通する開放部にょって、第一挟持部と第二挟持部とに

分断されるものである。

００11 また、本発明のブレス成形用金型において、前記第一挟持部おょび第二挟持部の

前記開放部側には、前記ボンチと前記ブランクホルダーとの境界線である絞りプロフ



、それぞれ円弧部が形成されることが好ま 、。

００12 また、本発明のブレス成形用金型において、前記円弧部は、それぞれ前記材料部

材の末端側に向かって、互いに離反する方向に湾曲されることが好ま 、。

００13 本発明の第二の態様であるブレス成形方法は、凹部と該凹部の周囲に形成される

しわ押さえ面とを備えるダイと、前記凹部に対応する凸部を備えるボンチと、前記しわ

押さえ面に対応するクッション面を備えるブランクホルダーと、を備え、前記しわ押さ

え面と前記クッション面によって挟持部を形成するブレス成形用金型を用いて、前記

挟持部によって材料部材を挟持しつつブレス成形するブレス成形方法であって、前

記挟持部は、前記凹部のコーナー部に速通する開放部によって、第一挟持部と第二

挟持部とに分断され、前記第一挟持部および第二挟持部によって前記材料部材を

挟持するものである。

００14 また、本発明のブレス成形方法において、前記第一挟持部および第二挟持部の前

記開放部側には、前記ボンチと前記ブランクホルダーとの境界線である絞りプロファ

イルとして、それぞれ円弧部が形成されることが好ま 、。

００15 また、本発明のブレス成形方法において、前記円弧部は、それぞれ前記材料部材

の末端側に向かって、互いに離反する方向に湾曲され、前記円弧部によって、前記

開放部に位置する前記材料部材に対して流入抵抗を付与することが好ま 、。

発明の効果

００16 本発明の第一の態様に係るブレス成形用金型によれば、材料部材の流入がコーナ

ー部に集中することを緩和できる。これにより、割れやしわの発生を低減できる。また

、開放部に位置する材料部材は拘束が緩くなるため、容易に深絞りに対応できる。

さらに、材料部材の流入抵抗を適正化することによれば、ブレス成形製品の肉厚減

少率を改苦することもできる。

００17 また、本発明のブレス成形用金型によれば、材料部材に付与する流入抵抗を適正

化して、コーナー部への材料流入を分散させることができる。

００18 また、本発明のブレス成形用金型によれば、開放部に位置する材料部材に対して

流入抵抗を付与することができる。

００19 本発明の第二の態様に係るブレス成形方法によれば、材料部材の流入がコーナー



部に集中することを緩和できる。これにより、割れやしわの発生を低減できる。また、

開放部に位置する材料部材は拘束が緩くなるため、容易に深絞りに対応できる。

さらに、材料部材の流入抵抗を適正化することによれば、ブレス成形製品の肉厚減

少率を改苦することもできる。

００2０ また、本発明のブレス成形方法によれば、材料部材に付与する流入抵抗を適正化

して、コーナー部への材料流入を分散させることができる。

００2 1 また、本発明のブレス成形方法によれば、開放部に位置する材料部材の流入呈を

調整することができる。

図面の簡単な説明

００22 図 本発明の一実施形態に係るブレス成形用金型によるコーナー部の成形状態を

示す部分模式図であり、(a) は部分平面模式図、(b)は図 ( ) 中に示す 線断

面における部分断面模式図である。

図2 レス成形用金型によるコーナー部のブレス成形状況を示す部分平面模式図

である。

図3 材料部材が 、さい場合におけるブレス成形用金型によるコーナー部のブレス成

形状況を示す部分平面模式図である。

図4 従来のブレス成形用金型によるコーナー部の成形状態を示す部分平面模式図

である。

図5 従来のブレス成形用金型によるブレス成形方法を説明する部分模式図であり、

(a) は第 状態を示し、(b)は第2状態を示す。

図6 従来のブレス成形用金型によるブレス成形方法を説明する部分模式図であり、

(a) は第3状態を示し、(b)は第4状態を示す。

図7 従来のブレス成形用金型によるブレス成形方法における材料部材の変形状況

を示す部分断面模式図。

図8 従来のブレス成形用金型によるコーナー部のブレス成形状況を示す部分模式

図であり、(a) は部分平面模式図、(b)はダイのコーナー部を示す部分斜視図である

図9 従来のブレス成形用金型により成形したブレス加工品のコーナー部で発生する



不具合を示す部分平面模式図。

発明を実施するための最良の形態

００23 ます、本発明に係るブレス成形用企型を用いたブレス成形方怯について、図 ～図

3を用いて脱明をする。尚、図 ( ) 、図2、図3においては、脱明の便宜上、上型たる

タイ2を透過した平面視を表しており、タイ2の図示を省略している。また本実施例て

は、従来のブレス成形方怯と同様に所哨クノション絞りと呼はれるブレス方式を採用

した場合のブレス成形方怯を例示して、以下の脱明を行ぅものとする。

図 (b) に示す如く、本発明に係るブレス成形用企型 は、上型たるタイ2と、下型

たるボンチ3と、フランクホルター4等を備える。

００24 本発明に係るブレス成形方怯ては、ますフランクホルター4上に背板状の材科部

材 (フラン列 5か載置され、上方よりタイ2か降下することにより、タイ2に形成されるし

わ押さえ面2aとフランクホルター4に形成されるクノション面4a (即ち、扶持部 4)て

材科部材 5の縁部 5aか扶持されつつ、タイ2から受ける押圧力に応してクノション面4

aか降下する。

００25 そして、ボンチ3に形成される凸部3aは、タイ2に形成される凹部2bに臨んた状態

て、材科部材 5を押圧する。これにより、扶持部 4によって扶持される材科部材 5は、

凸部3aおよひ凹部2bによって形成される空隙部6に流入しつつ、凸部3aや凹部2b

の形状に沿って塑性変形 (曲けや仲延 ) し、立体的な製品。として成形加工される。

尚、本実施例てはクノション絞りと呼はれるブレス方式を採用した例を示しているか

、本発明を適用するブレス成形方怯に採用するブレス方式を限定するものてはない

００26 本発明に係るブレス成形方怯に用いるブレス成形用企型 は、絞りプロファイルの

設定方怯か従来とは典なっており、この絞りプロファイルの設定方怯に本発明の特徴

図 ( ) に示す如く、プレス成形用金型 において、絞りプロフアイル ０は、平面視

において、ボンチ3とフランクホルター4の境界部分に現れる境界線てある。そして、

絞りプロフアイル ０は、平面視において、開放都 5によって第一絞りプロフアイル ０

aと第二絞りプロフアイル ０bとに分断されている。つまり、プレス成形用金型 は、絞



りプロファイル ０として、平面視において開放部 5によって分断された状態となる第

一絞りプロファイル ０aと第二絞りプロファイル ０bとを有する。また、製品見切り線

は、従来と同様に設定されている。そして、本実施形態に係るブレス成形方法にお

いては、各絞りプロファイル ０a ０bに沿って余肉稜線 2a 2bが設定されている

。「余肉稜線」とは、ブレス性を考慮してブレス時に残される余肉部分との境界を示す

稜線である。

００27 第一絞りプロファイル ０aは、図 (a) 中に示す材料部材 5の上辺部分に設定される

境界線であり、第一絞りプロファイル ０aと材料部材外形線 3で包囲する範囲のし

わ押さえ面2aとクッション面4 aによって第一挟持部 4aを形成している。また、第二

絞りプロファイル ０bは、図 (a) 中に示す材料部材 5の右辺部分に設定される境界

線であり、第二絞りプロファイル ０bと材料部材外形線 3で包囲する範囲のしわ押さ

え面2aとクッション面4aによって第二挟持部 4bを形成している。

００28 つまり、図 (a) (b) に示す如く、ブレス成形用金型 は、しわ押さえ面2aとクッショ

ン面4aによって、コーナー凹部2c付近において挟持部 4を第一挟持部 4aと第二

挟持部 4bに分断させて材料部材 5の縁部 5aを挟持する。

００29 また、ブレス成形用金型 においては、従来は略 字型に形成され、材料部材のコ

ーナー部の周囲を連続的に挟持するよぅに構成されていた挟持部 (例えば、図4中

に示す挟持部37) 4が、開放部 5によって第一挟持部 4aおよび第二挟持部 4b

に分断され、各挟持部 4a 4bの間に材料部材 5を拘束しない開放部 5が形成さ

れる。

００3０ このよぅな構成により、コーナー凹部2cに向かぅ材料流入が分散し、これによりコー

ナー凹部2cにおいて材料部材 5の縁部 5aが受ける圧縮方向の押圧力が緩和されて

、その結果、縁部 5aにおける板厚増加が緩和する。

そして、この縁部 5aにおける板厚増加が緩和することにより、流入抵抗の増加が抑

制され、コーナー部における割れやしわの発生が抑制される。

尚、本実施形態では、各絞りプロファイル ０a ０bが設定されるコーナー部を形成

する2辺が成す角度が約9０度である例を示しているが、絞りプロファイルが設定され

る2辺が成す角度によって本発明を限定するものではない。例えば、コーナー部を形



成する2辺が鋭角や鈍角を成す製品をブレス成形する場合にも本発明を適用するこ

とが可能である。

００3 1 以上のよぅに、本発明に係るブレス成形方法は、凹部2bと該凹部2bの周囲に形成

されるしわ押さえ面2aとを備えるダイ2と、凹部2bに対応する凸部3aを備えるボンチ

3と、しわ押さえ面2aに対応するクッション面4aを備えるブランクホルダー4と、を備え

、しわ押さえ面2aとクッション面4aによって挟持部 4を形成するブレス成形用金型

を用いて、挟持部 4によって材料部材 5を挟持しつつブレス成形するブレス成形方

法であって、挟持部 4は、凹部2bのコーナー凹部2cに速通する開放部 5によって

、第一挟持部 4aと第二挟持部 4bとに分断され、第一挟持部 4aおよび第二挟持

部 4bによって材料部材 5を挟持する。

このよぅな構成により、材料部材 5の流入がコーナー凹部2cに集中することを緩和

できる。これにより、割れやしわの発生を低減することができる。また、開放部 5に位

置する材料部材 5は拘束が緩くなるため、容易に深絞りに対応できる。さらに、材料

部材 5の流入抵抗を適正化することにより、ブレス成形製品の肉厚減少率を改苦する

こともできる。

００32 また、図 および図2に示す如く、各絞りプロファイル ０a ０bの形状は、コーナー

凹部2c周辺では円弧形状に設定されている。また、その円弧はそれぞれ材料部材 5

００33 さらに、各絞りプロファイル ０a ０bに材料部材 5の末端側に設定される円弧部 ０

c ・ dは、平面視において、互いに離反する方向に曲げられる。具体的には、図2

中に示すよぅに、第一絞りプロファイル ０aに形成される円弧部 ０cは、材料部材 5の

末端側に向かって反時計回り(図2中に示す矢印Pの方向) に湾曲している。また、第

二絞りプロファイル ０bに形成される円弧部 dは、材料部材 5の末端側に向かって

矢印Pの方向に離反する時計回り(図2中に示す矢印Qの方向) に湾曲している。

００34 このよぅな構成により、開放部 5に位置する材料部材 5においても、ダイ2に形成さ

れる円弧 (即ち、各絞りプロファイル ０a ０bの末端に設定される円弧部 ０。・ d)

が流入抵抗となって、開放部 5における材料部材 5の流入呈を規制することができ

る。また、末端の円弧部 ０c ０dの形状 (即ち、円弧の半径 )を調整することにより、



材料部材の流入呈を調整することもできる。具体的には、円弧部 c dの半径を

より 、さくすることにより、より大きな流入抵抗を材料部材 5に付与することができる。

００35 以上のよぅに、ブレス成形用金型 では、第一挟持部 4aおよび第二挟持部 4bの

開放部 5側には、ボンチ3とブランクホルダー4との境界線である各絞りプロファイル

a bの一部として、それぞれ円弧部 c dが形成されている。

このよぅな構成により、材料部材 5に付与する流入抵抗を適正化して、コーナー凹

部2cへの材料流入を分散させることができる。

００36 また、ブレス成形用金型 では、円弧部 ０。・ dは、それぞれ材料部材 5の末端

側に向かって、互いに離反する方向 (即ち、矢印Pおよび矢印Qの方向) に湾曲され

ている。そして、ブレス成形用金型 は、円弧部 ０c ０dによって、材料部材 5に対

して流入抵抗を付与する。

このよぅな構成により、開放部 5に位置する (即ち、各挟持部 4a 4bによって挟

持されていない)材料部材 5に対して流入抵抗を付与でき、開放部 5に位置する材

料部材 5の流入呈を調整できる。

００37 また、図3に示す如く、材料部材 5の歩留まりを改苦するために材料部材 5の小型

化を図った場合であっても容易に本発明を適用できる。

このよぅな場合の絞りプロファイル 8は、前述した絞りプロファイル ０とは典なり、末

端の円弧部 8c 8dの直前部に設けられる傾斜部を省略し、製品見切り線に対して

平行な絞りプロファイル 8a 8bから直接円弧部 8c 8dが形成される構成の絞り

プロファイル 8とすることができる。

産業上の禾 用可肯巨，吐

００38 本発明は、金属製の材料部材に対するブレス成形加工のみならず、樹脂やガラス

等の各種の材料部材に対するブレス成形加工に対しても活用できる。



請求の範囲

凹部と該凹部の周囲に形成されるしわ押さえ面とを備えるダイと、

前記凹部に対応する凸部を備えるボンチと、

前記しわ押さえ面に対応するクッション面を備えるブランクホルダーと、

を備え、

前記しわ押さえ面と前記クッション面によって挟持部を形成し、

該挟持部によって材料部材を挟持しつつ、

該材料部材をブレス成形するブレス成形用金型であって、

前記挟持部は、

前記凹部のコーナー部に速通する開放部によって、第一挟持部と第二挟持部とに

分断される、

ことを特徴とするブレス成形用金型。

2 前記第一挟持部および第二挟持部の前記開放部側には、

前記ボンチと前記ブランクホルダーとの境界線である絞りプロファイルの一部として

、それぞれ円弧部が形成される、

ことを特徴とする請求の範囲第 項に記載のブレス成形用金型。

3 前記円弧部は、

それぞれ前記材料部材の末端側に向かって、互いに離反する方向に湾曲される、

ことを特徴とする請求の範囲第2項に記載のブレス成形用金型。

4 凹部と該凹部の周囲に形成されるしわ押さえ面とを備えるダイと、

前記凹部に対応する凸部を備えるボンチと、

前記しわ押さえ面に対応するクッション面を備えるブランクホルダーと、

を備え、

前記しわ押さえ面と前記クッション面によって挟持部を形成するブレス成形用金型

を用いて、

前記挟持部によって材料部材を挟持しつつブレス成形するブレス成形方法であっ
て、

前記挟持部は、前記凹部のコーナー部に速通する開放部によって、第一挟持部と



第二挟持部とに分断され、

前記第一挟持部および第二挟持部によって前記材料部材を挟持する、

ことを特徴とするブレス成形方法。

5 前記第一挟持部および第二挟持部の前記開放部側には、

前記ボンチと前記ブランクホルダーとの境界線である絞りプロファイルの一部として

、それぞれ円弧部が形成される、

ことを特徴とする請求の範囲第4項に記載のブレス成形方法。

6 前記円弧部は、

それぞれ前記材料部材の末端側に向かって、互いに離反する方向に湾曲され、

前記円弧部によって、前記開放部に位置する前記材料部材に対して流入抵抗を

付与する、

ことを特徴とする請求の範囲第5項に記載のブレス成形方法。
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