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(57)【要約】
【課題】
　アルミニウム合金板材の絞り成形において、パンチ肩
部での割れや括れ、フランジ部でのしわの発生を防止し
、成形限界を向上できるプレス成形方法を提供する。
【解決手段】
　アルミニウム合金板材のプレス絞り成形において、ブ
ランクホルダーと上型ダイとでアルミニウム合金板材の
一部を狭持することにより、アルミニウム合金板材絞り
成形加工における破断危険部のひずみが成形限界を超え
ない最大しわ押さえ荷重ＦＣの１．８～２．５倍のしわ
押さえ荷重を付加させた後、上型ダイとワークとが当接
する時のスライド下降速度よりも高い下降速度でスライ
ド及びクッションパッドを同時に下降させ、次に、スラ
イドが下死点に近づいてパンチ荷重が破断荷重の７５％
以上に増大したらしわ押さえ荷重を低下させ始めて、成
形終了時にはしわ押さえ荷重をＦＣの０．５～１．２倍
にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上型ダイを取り付けたスライドを上死点から下降させて、クッションパッドに接続され
たブランクホルダーと前記上型ダイとでワークの一部を狭持することによりワークしわ押
さえ荷重を発生させた後、前記スライド及び前記クッションパッドを同時に下降させるこ
とによりワークしわ押さえ荷重を保持しつつワークの下方位置に固定された下型パンチと
前記上型ダイとでワークの絞り成形加工を行なうアルミニウム合金板材のプレス成形方法
において、前記上型ダイとワークとが当接する時のスライド下降速度をＡＡ、前記スライ
ド及び前記クッションパッドを同時に下降させるスライド下降速度をＢ、当該アルミニウ
ム合金板材絞り成形加工における破断危険部のひずみが成形限界を超えない最大しわ押さ
え荷重をＦＣとするとき、
前記ブランクホルダーと前記上型ダイとでアルミニウム合金板材の一部を狭持することに
よりＦＣの１．８～２．５倍のしわ押さえ荷重を付加させた後、ＡＡよりも高い下降速度
Ｂで前記スライド及び前記クッションパッドを同時に下降させ、次に、スライドが下死点
に近づいてパンチ荷重が破断荷重の７５％以上に増大したらしわ押さえ荷重を低下させ始
めて、成形終了時にはしわ押さえ荷重をＦＣの０．５～１．２倍にすることを特徴とする
アルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【請求項２】
　請求項１において、スライドと前記クッションパッドを同時に下降させる時のスライド
下降速度Ｂの最大値をＢｍするとき、ＢｍのＡＡに対する比Ｒ＝Ｂｍ／ＡＡを１．３以上
にしたことを特徴とするアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【請求項３】
　請求項２において、Ｒを２．３以上にしたことを特徴とするアルミニウム合金板材のプ
レス絞り成形方法。
【請求項４】
　金型とアルミニウム合金板材との潤滑剤として防錆油を使用していることを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方
法。
【請求項５】
　サーボ駆動にてスライドの動作を制御できるプレス機械を使用することを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法
。
【請求項６】
　しわ押さえ荷重を制御する手段がサーボダイクッションであるプレス機械を使用するこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプ
レス絞り成形方法。
【請求項７】
　アルミニウム合金板材が破断伸び２０％以上、引張強度２００ＭＰａ以上である５００
０系もしくは６０００系アルミニウム合金であることを特徴とする請求項１乃至請求項６
のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法に係わり、特にプレス絞り成形
時のしわ押さえ荷重及び加工速度を制御することによって成形限界を向上できるプレス絞
り成形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルミニウム合金板材のプレス絞り成形において、加工速度の高速化によって絞り成形
性が改善されることが知られている。成形性に及ぼす加工速度の影響に関しては非特許文
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献１がある。サーボプレスにおいても成形中の加工速度を高速化することによって、割れ
が抑制されることが分かった。
【０００３】
　一方で、しわ押さえ荷重を変化させる成形方法に関しては、例えば特許文献１には、ア
ルミニウム箔の片面あるいは両面に樹脂フィルムを積層したラミネートアルミ箔の成形方
法において、破断危険部の垂直方向面圧／ラミネートアルミ箔の破断強度の比を一定の範
囲内で一定値に維持しながら、パンチ荷重をある一定の範囲内になるようにしわ押さえ面
圧を制御することによって、成形限界を向上させ、しわの発生を防ぐ方法が開示されてい
る。
【非特許文献１】『第４４回塑性加工連合講演会』恵比根等，　１９９３年，　ｐ．６１
７－６２０
【特許文献１】特開２００３－４８０２７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　アルミニウム合金板材のプレス絞り成形において、前述のように加工速度の高速化によ
って成形性が改善されるとは言っても、絞り成形の際にスライドが高速で下降してきて上
型ダイとブランクホルダー上に載置されたワークとがそのまま高速で接すると、スライド
の押圧力がブランクホルダー、クッションピンを介して一気にクッションパッドに伝達さ
れるところとなり、このときには大重量のスライドとクッションパッドが衝突するような
状態となりクッションパッドに瞬間的に大きな衝撃荷重が作用することから、しわ押さえ
荷重は所定の目標値に対して大きく変動してしまう。
【０００５】
　上記衝撃荷重を小さくするためには、上型ダイとワークとが当接する時の、スライドと
クッションパッドの相対速度を低く（ソフトタッチ）することが考えられる。
しかし、スライド下降速度を低くしたままでは、前記した絞り成形性向上が図れないばか
りでなく、ストローク数が減少し、生産性が低下することになる。
【０００６】
　また、特許文献１には、しわ押さえ荷重を制御することによって、破断及びしわの発生
を抑制する発明が開示されているが、それはアルミニウム箔の片面あるいは両面に樹脂フ
ィルムを積層したラミネートアルミ箔の成形に係るものである。しかし、そのようなラミ
ネートアルミ箔は単に防錆油が潤滑剤となっているに過ぎない自動車部品等向けのアルミ
ニウム合金板材とはその成形性が大きく異なるので、アルミニウム合金板材の成形に対し
て特許文献１の技術を必ずしも直ちに適用できる訳ではない。また、特許文献１には成形
中の加工速度については記載されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、スライド下降速度について好ましいのは、上型ダイとワークとが当接する時の
スライドとクッションパッドの相対速度は低くすることにより衝撃荷重を小さく（ソフト
タッチ）してクッションパッドに接続されたブランクホルダーと上型ダイとでワークの一
部を狭持することによるワークしわ押さえ荷重を確実に発生させるようにすると共に、前
記当接後はスライドの下降速度を高めることにより、前記当接後スライドと同じ速度で下
降させるクッションパッドに接続されたブランクホルダーと上型ダイとでワークの一部を
狭持することによるワークしわ押さえ荷重を保持しつつ、ワークの下方位置に固定された
下型パンチと上型ダイとで行なうワークの絞り成形の加工速度を高めるようにすることで
ある。即ち、スライドは上死点から下死点までの全ストロークを一定の速度で下降させる
のではなく、上型ダイとワークとが当接する時にはスライドをゆっくり下降させ、下型パ
ンチと上型ダイとでワークの絞り成形加工を行なう時にはスライドの下降速度を高めるよ
うにすることが好ましい。
【０００８】
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　また、本願は、アルミニウム合金板材のプレス絞り成形加工において、上述した如く加
工工程の段階に応じてスライドの下降速度を制御するということの重要性と共に、加工工
程の段階に応じてしわ押さえ荷重を制御することの重要性にも着目した結果、完成に到っ
たものである。
【０００９】
　すなわち、本発明は、次の通りである。
（１）　上型ダイを取り付けたスライドを上死点から下降させて、クッションパッドに接
続されたブランクホルダーと前記上型ダイとでワークの一部を狭持することによりワーク
しわ押さえ荷重を発生させた後、前記スライド及び前記クッションパッドを同時に下降さ
せることによりワークしわ押さえ荷重を保持しつつワークの下方位置に固定された下型パ
ンチと前記上型ダイとでワークの絞り成形加工を行なうアルミニウム合金板材のプレス成
形方法において、前記上型ダイとワークとが当接する時のスライド下降速度をＡＡ、前記
スライド及び前記クッションパッドを同時に下降させるスライド下降速度をＢ、当該アル
ミニウム合金板材絞り成形加工における破断危険部のひずみが成形限界を超えない最大し
わ押さえ荷重をＦＣとするとき、
前記ブランクホルダーと前記上型ダイとでアルミニウム合金板材の一部を狭持することに
よりＦＣの１．８～２．５倍のしわ押さえ荷重を付加させた後、ＡＡよりも高い下降速度
Ｂで前記スライド及び前記クッションパッドを同時に下降させ、次に、スライドが下死点
に近づいてパンチ荷重が破断荷重の７５％以上に増大したらしわ押さえ荷重を低下させ始
めて、成形終了時にはしわ押さえ荷重をＦＣの０．５～１．２倍にすることを特徴とする
アルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【００１０】
（２）　上記（１）において、スライドと前記クッションパッドを同時に下降させる時の
スライド下降速度Ｂの最大値をＢｍするとき、ＢｍのＡＡに対する比Ｒ＝Ｂｍ／ＡＡを１
．３以上にしたことを特徴とするアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【００１１】
（３）　上記（２）において、Ｒを２．３以上にしたことを特徴とするアルミニウム合金
板材のプレス絞り成形方法。
【００１２】
（４）　金型とアルミニウム合金板材との潤滑剤として防錆油を使用していることを特徴
とする上記（１）乃至上記（３）のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス
絞り成形方法。
【００１３】
（５）　サーボ駆動にてスライドの動作を制御できるプレス機械を使用することを特徴と
する上記（１）乃至上記（４）のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス絞
り成形方法。
【００１４】
（６）　しわ押さえ荷重を制御する手段がサーボダイクッションであるプレス機械を使用
することを特徴とする上記（１）乃至上記（５）のいずれかの項に記載のアルミニウム合
金板材のプレス絞り成形方法。
【００１５】
（７）　アルミニウム合金板材が破断伸び２０％以上、引張強度２００ＭＰａ以上である
５０００系もしくは６０００系アルミニウム合金であることを特徴とする上記（１）乃至
上記（６）のいずれかの項に記載のアルミニウム合金板材のプレス絞り成形方法。
【００１６】
　ここで、「破断危険部でのひずみが成形限界を超えない最大しわ押さえ荷重ＦＣ」につ
いて説明する。「破断危険部」とは、アルミニウム合金板材の絞り成形において破断の危
険性が最も高い部位のことであり、円筒絞り成形ではパンチ肩部である。
【００１７】
また、「ひずみが成形限界を超えない最大しわ押さえ荷重」とは、加工の目的とする実際
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のアルミニウム合金板材及び実際の加工形状に対して、一定のしわ押さえ荷重を付加しな
がら実際の成形条件（成形高さ、速度パターンなど）で成形したときに、割れや括れが発
生しない範囲での最大のしわ押さえ荷重のことである。即ち、上記しわ押さえ荷重が大き
くなると割れや括れが発生するようになってくるが、それが生じない範囲の限界のしわ押
さえ荷重のことであり、予め測定しておく必要が有る。例えば、円筒絞り成形では、対象
とする材質及び寸法からなる円形素材アルミニウム合金板（ブランクシート）を所望の寸
法のパンチ径で一定のしわ押さえ荷重で所定の成形条件で絞り成形し、パンチ肩部での割
れ及び括れを発生することなくひずみが成形限界を超えないときの最大のしわ押さえ荷重
として求めることが出来る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明方法に基づき、アルミニウム合金板材の絞り成形加工において加工工程の段階に
応じてスライドの下降速度及びしわ押さえ荷重を制御することにより、パンチ肩部での括
れ及びフランジ部でのしわを発生させることなく、成形性を改善させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　加工速度は成形性に影響を及ぼすので、サーボモーターにてスライドの動作を制御する
ことが好ましい。
　しわ押さえ荷重はサーボダイクッションにて制御することが好ましい。サーボモーター
でスライドの動作を制御するサーボプレスは成形速度が速く、応答性能に優れた電気的な
しわ押さえ荷重制御が好ましい。
【００２０】
　本発明では破断荷重に対してパンチ荷重を制御するので、パンチ下部にロードセルを設
ける等してパンチ荷重を計測できるようにすることが必要である。また、加工の目的とす
る実際のアルミニウム合金板材及び実際の加工形状を対象に予備検討としてのプレス絞り
成形加工を行なうなどして、予め当該条件での破断荷重を把握しておく必要がある。
【００２１】
　ブランクホルダーと上型ダイとでアルミニウム合金板材の一部を狭持する時のしわ押さ
え荷重は、破断危険部のひずみが成形限界を超えない最大しわ押さえ荷重ＦＣの１．８～
２．５倍となるようにする。同荷重がＦＣの１．８倍以下であると、成形の過程でフラン
ジ部にしわが発生する。一方、同荷重がＦＣの２．５倍以上であると、成形の過程でパン
チ肩部に括れが発生する。
【００２２】
　絞り成形時の速度上昇については、上型ダイとクッションパッドが当接するときの速度
に対してわずかな上昇でも効果はあるが、使用するプレス機械の能力に応じた、できるだ
け速い速度とすることが望ましい。具体的には、スライドと前記クッションパッドを同時
に下降させる時のスライド下降速度Ｂの最大値をＢｍするとき、上型ダイとワークとが当
接する時のスライド下降速度ＡＡに対するＢｍの比Ｒ＝Ｂｍ／ＡＡを１．３以上とするこ
とが望ましい。好ましくはＲを２．３以上とすることで、上型ダイとワークの当接直後の
しわ押さえ荷重の変動を抑え、絞り成形性の向上も効果的に実現させることができる。
【００２３】
　Ｂｍの最大値は大きい程効果があるが、現状のプレス機械では数百ｍｍ／ｓ程度が限界
である。Ｒを大きくする程、上型ダイとワークとが当接した後、スライドを加速する（ス
ライドと前記クッションパッドを同時に下降させる時のスライド下降速度を所望の値にま
で高める）のに多大のパワーを必要とするようになってしまうので、Ｒの値は個々の加工
対象に応じて必要最小限の程度に留めることが現実的である。
【００２４】
　次に、スライドが下死点に近づいてパンチ荷重が破断荷重の７５％以上に増大したらし
わ押さえ荷重を低下させ始めて、成形終了時にはしわ押さえ荷重をＦＣの０．５～１．２
倍になるように制御する。サーボプレスの場合、下死点（成形終了点）に近づくにつれて
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下降速度が急減速する。この下死点近傍での下降速度の急減速は潤滑性を低下させ、流入
抵抗が著しく増加し、プレス成形上好ましく無い。この下死点近傍での急減速による流入
抵抗の増加を抑制させるためには、しわ押さえ荷重を制御する（低下させる）ことが必要
である。成形終了時のしわ押さえ荷重がＦＣの０．５倍以下であるとフランジ部でしわが
発生する。成形終了時のしわ押さえ荷重がＦＣの１．２倍以上であるとパンチ肩部で括れ
が発生する。
【実施例】
【００２５】
　本発明例として図１に示す成形方法でプレス成形を行った。
　表１に、用いたアルミニウム合金板材の特性を示す。板厚１ｍｍの６０００系アルミニ
ウム合金板材を用いた。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　プレス機械は図４に示すリンク機構をサーボモーターで制御するリンクサーボプレスで
あり、成形中の速度としわ押さえ荷重を制御できる。リニアスケール２０でスライドの位
置を検出し、圧力センサ１０で油圧室内の圧力を検出し、パルスコーダ１７からのパルス
信号を制御部１８にフィードバックして、制御部１８がサーボモーター１１を制御する。
【００２８】
　成形試験では短辺１５０ｍｍ、長辺３００ｍｍの長方形状の角筒絞り金型で絞り成形を
行った。パンチの下部にロードセルを設置し、絞り成形中のパンチ荷重を計測した。
同アルミニウム合金板材の形状は短辺２８０ｍｍ、長辺は４２０ｍｍでコーナーをカット
した。アルミニウム合金板材の両面に動粘度１６．５ｃＳｔ／４０℃の防錆油を塗布した
。
【００２９】
　これについて、成形高さが４４ｍｍで、図１に示す速度パターンで、しわ押さえ荷重を
３００ｋＮで成形を試みたが、パンチ肩部で割れが発生し、成形することができなかった
。その時の破断荷重は１３５ｋＮであった。
【００３０】
　成形高さが４４ｍｍで、図１に示す速度パターン（制御モーション）の場合において、
同アルミニウム合金板材の破断危険部でのひずみが成形限界を超えない最大しわ押さえ荷
重ＦＣは１５０ｋＮであった。但し、しわ押さえ荷重１５０ｋＮではフランジ部でしわが
発生している。また、図３に示す速度パターン（リンクモーション）でしわ押さえ荷重１
５０ｋＮで絞り成形を行おうとするとパンチ肩部で割れが発生し、フランジ部でしわが発
生した。
【００３１】
　コーナーのパンチ肩部での合否の判定については、標点距離１０ｍｍのサークルをマー
キングして、サークルの最大主ひずみが成形限界の０．２３以上である場合を「くびれが
発生して不合格」とした。サークルをマーキングしたコーナーのパンチ肩部の外観を図５
に示す。フランジ部でのしわの判定には、図６に示すようにコーナーのフランジ部の凹凸
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形状を板材端部から５０ｍｍに亘って測定し、その区間の曲率分布を図７に示すように求
め、その曲率の変化の度合いからも「しわ発生」を判定した。
【００３２】
　プレス成形の試験結果を表２及び表３に示す。以下、これについて説明する。
【００３３】
【表２】

【００３４】
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【表３】

【００３５】
　本発明の実施例１として、図１に示す速度パターン（ＡＡ＝１００ｍｍ／ｓ、Ｂｍ＝２
５０ｍｍ／ｓ、即ちＲ＝Ｂｍ／ＡＡ＝２．５）で、初期のしわ押さえ荷重を３５０ｋＮ（
即ち、ＦＣの２．３３倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８４％に達したところから、
しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１００ｋＮ（即ち、ＦＣの０．６７
倍）にした。
【００３６】
　本発明の実施例２として、図１に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３５０
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．３３倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８３％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ（即ち、ＦＣの１
．００倍）にした。
【００３７】
　本発明の実施例３として、図１に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３００
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．００倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８３％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１００ｋＮ（即ち、ＦＣの０
．６７倍）にした。
【００３８】
　本発明の実施例４として、図１に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３００
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．００倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８３％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ（即ち、ＦＣの１
．００倍）にした。
【００３９】
　本発明の実施例５として、図２に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３５０
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．３３倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８３％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１００ｋＮ（即ち、ＦＣの０
．６７倍）にした。
【００４０】
　本発明の実施例６として、図２に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３５０
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．３３倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の７９％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ（即ち、ＦＣの１
．００倍）にした。
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【００４１】
　本発明の実施例７として、図２に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３００
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．００倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８０％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１００ｋＮ（即ち、ＦＣの０
．６７倍）にした。
【００４２】
　本発明の実施例８として、図２に示す速度パターンで、初期のしわ押さえ荷重を３００
ｋＮ（即ち、ＦＣの２．００倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の８１％に達したところ
から、しわ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ（即ち、ＦＣの１
．００倍）にした。
【００４３】
　上記実施例１乃至実施例８の場合には、パンチ肩部での括れを抑制し、尚且つフランジ
部でのしわの発生も抑制することができた。図７に実施例１のコーナーのフランジ部の曲
率分布を示しているが、曲率の変化の度合い（ある範囲での極大値－極小値の差）は小さ
い。
【００４４】
　比較例（１）として、図３に示す速度パターン（上型ダイとワークとが当接する時のス
ライド下降速度ＡＡ＝１００ｍｍ／ｓ、スライドとクッションパッドを同時に下降させて
パンチと上型ダイとでワークの絞り成形加工を行なう時のスライド下降速度の最大値＝８
５ｍｍ／ｓ）で成形中のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ（即ち、ＦＣの１．００倍）の一定
にした場合を検討したが、パンチ肩部で割れが発生し、フランジ部でしわが発生していた
。即ち、成形加工を行なう時のスライド下降速度をＡＡよりも高くしないと潤滑性が向上
せず、流入抵抗が増大し、パンチ肩部で割れが発生してしまった。また、図７に比較例１
のコーナーのフランジ部の曲率分布を示しているが、Ｘ位置の２８ｍｍ～４３ｍｍで曲率
が大きく変化している。しわ押さえ荷重がＦＣの１．００倍ではフランジ部での面圧が低
く、フランジ部でのワークの座屈によるしわの発生を抑制させることができない。
【００４５】
　比較例（２）として、図１に示す速度パターンで成形中のしわ押さえ荷重を１５０ｋＮ
（即ち、ＦＣの１．００倍）の一定にした場合を検討したが、フランジ部でしわが発生し
ていた。比較例（２）においてもしわ押さえ荷重がＦＣの１．００倍ではフランジ部での
面圧が低く、フランジ部でのワークの座屈によるしわの発生を抑制させることができない
。
【００４６】
　比較例（３）として、図１に示す速度パターンで成形中のしわ押さえ荷重を２００ｋＮ
（即ち、ＦＣの１．３３倍）の一定にした場合を検討したが、フランジ部でしわが発生し
、また、パンチ肩部で括れが発生していた。しわ押さえ荷重がＦＣの１．３３倍では、フ
ランジ部での面圧が低くフランジ部でのワークの座屈によるしわの発生を抑制させること
ができない。また、スライドが下死点（成形終了点）に近づいて下降速度が急減速してか
らもしわ押さえ荷重はＦＣの１．３３倍の一定に保ったままにしていたので、急減速によ
る潤滑性の低下から流入抵抗が大きくなりパンチ肩部で括れが発生した。
よって、しわ押さえ荷重を一定のままで絞り成形を行おうとしても、パンチ肩部の括れや
フランジ部のしわの発生を抑えることができない。
【００４７】
　比較例（４）として、図１に示す速度パターンで初期のしわ押さえ荷重を２５０ｋＮ（
即ち、ＦＣの１．６７倍）にして、パンチ荷重が破断荷重の７８％に達したところからし
わ押さえ荷重を低下させ、最終のしわ押さえ荷重を１００ｋＮ（即ち、ＦＣの０．６７倍
）にした場合は、フランジ部でしわが発生した。初期のしわ押さえ荷重がＦＣの１．６７
倍では、フランジ部での面圧が低くフランジ部でのワークの座屈によるしわの発生を抑制
させることができない。
【図面の簡単な説明】
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【００４８】
【図１】本発明の実施例に係る加工速度の制御例、しわ押さえ荷重及びパンチ荷重を示す
グラフである。
【図２】本発明の別の実施例に係る加工速度の制御例を示すグラフである。
【図３】本発明の比較例に係る加工速度の制御例を示すグラフである。
【図４】実施例及び比較例のプレス成形に用いたプレス機械の概要構成を示す模式図であ
る。
【図５】コーナーのパンチ肩部の外観を示す図である。
【図６】コーナーのフランジ部の外観を示す図である。
【図７】測定したフランジ部の凹凸形状の曲率分布を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
１...スライド、２...ダイ、３...ワーク（ブランクシート）、４...ブランクホルダー、
５...クッションピン、６...パンチ、７...ボルスタ、８...クッションパッド、９...油
圧室、１０...圧力センサ、１１...サーボモーター、１２...ボールナット、１３...ボー
ルねじ、１４...大プーリー、１５...タイミングベルト、１６...小プーリー、１７...パ
ルスコーダ、１８...制御部、１９...記憶部、２０...リニアスケール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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