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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向の一方から他方にかけて周長が漸次増加または減少する異形管を、その曲げ加工
後の形状と略同一の孔型を有する回転曲げダイスと、異形管の形状と略同一の孔型を有す
る孔型ガイドとで外周から前記異形管を保持して引張曲げ加工する方法であって、
　当該異形管の先端側に設けられる加工端をクランプするとともにその対極となる送り端
をクランプし、
　前記異形管を前記回転曲げダイスに嵌合させつつ、前記異形管の加工端を前記回転曲げ
ダイスの回転に同調して移動させ、前記孔型ガイドを前記異形管の送り端と同じ速度で移
動させるとともに、
　前記異形管の送り端を加工端の移動速度より遅く移動させ、または移動させることなく
保持し、
　同時に前記異形管の両端のうち、小周長側端部を構成する加工端または送り端に塑性変
形を与えて加工端または送り端の移動時のすべりを防止することによって曲げ加工を行う
ことを特徴とする異形管の引張曲げ加工方法。
【請求項２】
　前記小周長側端部に与えられる塑性変形が、当該小周長側端部を保持する孔型寸法に起
因して形成され、或いは締め付けダイの表面粗度または締め付けダイ表面に付与された突
起や溝によって施されることを特徴とする請求項１に記載の異形管の引張曲げ加工方法。
【請求項３】



(2) JP 4907080 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

　前記異形管の両端のうち、小周長側端部の内面に保持工具を装着して加工端の移動時、
または送り端の移動時のすべりを防止することを特徴とする請求項１に記載の異形管の引
張曲げ加工方法。
【請求項４】
　前記異形管の内面に略一致した形状の芯金を装着して内面を拘束しつつ、曲げ加工を行
うことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の異形管の引張曲げ加工方法。
【請求項５】
　前記異形管の送り端の移動速度を加工部位に応じて調整しつつ、曲げ加工を行うことを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の異形管の引張曲げ加工方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の引張曲げ加工方法によって加工され、ブレーキペダル
およびシートフレームの車体基材、またはリインフォースの車体骨格部材に用いられるこ
とを特徴とする自動車用部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異形管の引張曲げ加工方法およびそれで加工された自動車用部品に関し、さ
らに詳しくは高強度で、かつ薄肉のテーパ形状の被加工管であっても、曲げ加工限界を大
幅に向上させることができる異形管の引張曲げ加工方法、およびこの加工法により得られ
た自動車用部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車業界においては、地球環境への配慮とともに車体に対する安全性の要求が
高まり、自動車部品の軽量化および高強度化に対する要請がますます厳しくなっており、
燃費向上や衝突安全性の向上といった観点から、自動車用部品の開発が進められている。
このような要請に対応するため、従来とは全く異なる強度レベルからなる高張力鋼板、例
えば、引張強さが５９０ＭＰａ以上、７８０ＭＰａ以上、または９００ＭＰａ以上という
高強度の素材が広く用いられるようになっている。
【０００３】
　一方、これらの素材の高強度化とともに、従来の自動車用部品の構造を見直すことも行
われている。例えば、特許文献１には、センターピラーを対象にして部品構造を見直す提
案が示されている。具体的には、車体のセンターピラー部は、上端側が小径、下端側が大
径であり、上端側から下端側へ向かい外周形状（断面）が漸次変化する細長の形状をなし
ていることから、通常のプレス品のスポット溶接による組み立て構造を、テーパ形状の異
形管を用いた閉断面構造に変更することにしている。
【０００４】
　従来から用いられていた開断面構造の部品を閉断面にすることにより、部品全体として
の剛性や衝突特性が大幅に向上させることができる。また、特許文献１に開示される例に
よれば、通常のストレート管の形状に替えて、断面形状が長手方向に変化するテーパ形状
の異形管を素材に用いることにより、部品の製造工程を簡略化できるとともに、剛性を高
め必要な部品強度を確保できることから、自動車用部品の装着スペースや重量を減少させ
ることができるとしている。
【０００５】
　ところで、上述の通り、製造工程上のメリットを有する異形管であっても、多様な自動
車用部品に適用しようとすると、所定形状の異形管に曲げ加工を施すことが必要になる。
また、曲げ加工を施した異形管をハイドロフォームの素材として用いることによって、さ
らに適用範囲を拡大することが可能になり、優れた性能を有する自動車用部品を得ること
ができる。
【０００６】
　このような異形管の曲げ加工技術の開発要求に対して、特許文献２には、テーパ管の如
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き棒状素材の曲げ加工方法として、素材と同一の半円形の溝を有し、かつこの溝が周上除
々に半径を変え、素材と接触する部分の半径が素材の半径と常に等しくなるように成形さ
れているローラとダイスとによって、テーパ形状の棒状素材を挟み、ローラを回転させな
がらダイスに沿わせて曲げ変形を行う方法が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献３には、テーパ管を所定の形状に折り曲げるための曲げ金型と、この曲
げ金型に添設したテーパ管を回転ベースにより曲げ金型に沿って加圧しつつ回動するロー
ルガイドとを設けて、このロールガイドの凹溝曲面を曲げ加工後のテーパ管の形状に略同
じ曲面により形成し、これらの曲げ金型とロールガイドとによって曲げ加工するテーパ管
の曲げ加工装置が提案されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３２１８４２号公報
【０００９】
【特許文献２】特開昭４９－９４３４７号公報
【特許文献３】特開２００１－４７１４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述の通り、自動車用部品の加工技術の多様化にともなう、テーパ形状の異形管の曲げ
加工技術の開発要求に対応し、異形管の加工方法や加工装置が提案されている。しかし、
特許文献２、３で提案されているのは、いずれも街路灯等に使用されるテーパ丸管の曲げ
加工であり、それほどの加工精度や加工限界が要求される技術ではなく、いわゆる押し付
け曲げ加工に基づく加工方法や加工装置である。
【００１１】
　図１は、特許文献２、３で提案される押し付け曲げ加工の内容を説明する図である。同
（ａ）はローラ２とダイス３との間の溝空間にテーパ丸管（異形管）１を挿入した状態を
示し、（ｂ）は曲げ加工の進行状態を示し、（ｃ）は曲げ加工が終了した状態を示してい
る。しかし、押し付け曲げ加工は、単に素管をダイス型に押し付けながら成型する方法で
あるため、曲げ内周側に座屈が生じ易く、薄肉の異形管の曲げ加工に適用するのは困難で
ある。
【００１２】
　特に、自動車車体の軽量化に対応するため、引張強さが５８０ＭＰａ級を超えるような
高強度の異形管を曲げ加工する場合には、押し付け曲げ加工では特に曲げ内周側にしわの
発生が顕著となり、曲げ成形法として採用することができないという問題がある。
【００１３】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、異形管の曲げ加工に際して、自
動車用部品の加工技術の多様化にともない、薄肉の異形管を被加工材とする場合であって
も、また高強度の異形管を成形加工する場合であっても、加工性能を確保することができ
るとともに、作業能率に優れた異形管の引張曲げ加工方法、およびこの加工法により得ら
れた自動車用部品を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、前述の課題を達成するため、ストレート管の曲げ加工限界について各種
の曲げ加工方法に基づいて検討を加えた。曲げ加工限界には管の肉厚／外径比（ｔ／Ｄ）
および曲げ半径／外径比（ｒ／Ｄ）が大きく影響を与えることから、当然のことながら薄
肉管の曲げ加工限界は著しく低下する。
【００１５】
　また、管の曲げ加工において加工限界の要因となるのは、曲げ外周側での引張応力によ
る破断（割れ発生）、曲げ内周側での圧縮応力による座屈（しわ発生）、さらに偏平など
にみられる断面形状の変形発生である。
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【００１６】
　このような観点に基づいて各種の曲げ加工方法を検討した結果、曲げ加工限界について
引張曲げ加工が他の曲げ加工方法に比べ優れることに着目した。すなわち、引張曲げ加工
ではストレート素管の両端をクランプし、ダイス型を回転させながら引張応力を付与しつ
つ成形する方法であり、管が引張られながら曲げ加工が施されることから、曲げ内周側で
の圧縮応力による座屈が発生しにくく、曲げ半径も小さくできることによる。
【００１７】
　しかしながら、引張曲げ加工をテーパ形状の異形管に適用する場合には、テーパ素管の
両端をクランプする必要があるが、両端のうち外径または周長が漸次減少する側の管端部
（以下、本明細書では「小周長側端部」という）ですべりが発生し、曲げ成形の過程にお
いて充分に引張応力を付与することができないという問題がある。
【００１８】
　具体的には、通常のストレート管において、管の外径をＤとすると、経験上クランプ長
さは１．５Ｄから２Ｄの範囲が必要になる。しかし、異形管の引張曲げ加工において、小
周長側端部でその対極となる外径または周長が漸次増加する側の管端部（以下、本明細書
では「大周長側端部」という）に加わる引張応力を支えようとすると、通常のストレート
管のクランプ長さに比べ、極めて長いクランプ長さが必要になる。
【００１９】
　また、クランプ部が先細り形状になっているため、一旦軸方向にすべりが発生すると、
クランプ部との接触面が離れ、クランプ力が解放されるため、曲げ成形の過程を通じて拘
束することが困難になる。これらを解消するため、クランプ長さを過大に設計せざるを得
ず、製品形状に大きな制約が生じることになる。
【００２０】
　そこで、種々のクランプ方法について試行錯誤を繰り返した結果、異形管の小周長側端
部のクランプにおいて、塑性変形を与えることよって管端部でのすべりを防止できること
、また、小周長側端部の内面に保持工具を装着することよって管端部でのすべりを防止で
きることを明らかにし、いずれも引張曲げ加工をテーパ形状の異形管に適用する場合に有
効であることを知見した。
【００２１】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、下記（１）～（３）の異形管
の引張曲げ加工方法、および（４）の自動車用部品を要旨としている。
（１）軸方向の一方から他方にかけて周長が漸次増加または減少する異形管を、その曲げ
加工後の形状と略同一の孔型を有する回転曲げダイスと、異形管の形状と略同一の孔型を
有する孔型ガイドとで外周から前記異形管を保持して引張曲げ加工する方法であって、当
該異形管の先端側に設けられる加工端をクランプするとともにその対極となる送り端をク
ランプし、前記異形管を前記回転曲げダイスに嵌合させつつ、前記異形管の加工端を前記
回転曲げダイスの回転に同調して移動させ、前記孔型ガイドを前記異形管の送り端と同じ
速度で移動させるとともに、前記異形管の送り端を加工端の移動速度より遅く移動させ、
または移動させることなく保持し、同時に前記異形管の両端のうち、小周長側端部を構成
する加工端または送り端に塑性変形を与えて加工端または送り端の移動時のすべりを防止
することによって曲げ加工を行うことを特徴とする異形管の引張曲げ加工方法である。
【００２２】
（２）上記（１）の異形管の引張曲げ加工方法では、前記異形管の両端のうち、小周長側
端部に塑性変形を与える場合には、当該小周長側端部を保持する孔型寸法に起因して形成
すること、或いは締め付けダイの表面粗度または締め付けダイ表面に付与された突起や溝
によって施すことができる。
（３）上記（１）、（２）の異形管の引張曲げ加工方法では、前記異形管の内面に略一致
した形状の芯金を装着して内面を拘束しつつ曲げ加工を行うこと、または前記異形管の送
り端の移動速度を加工部位に応じて調整しつつ曲げ加工を行うことが望ましい。
（４）上記（１）～（３）の異形管の引張曲げ加工方法によって加工され、ブレーキペダ
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ルおよびシートフレームの車体基材、またはリインフォースの車体骨格部材に用いられる
ことを特徴とする自動車用部品である。
【００２３】
　本発明で規定する「異形管」とは、断面形状が軸方向に変化することにより、軸方向の
一方から他方にかけて周長が漸次増加または減少するテーパ丸管、テーパ角管、およびこ
れらの組み合わせからなるテーパ管を意味する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の異形管の引張曲げ加工方法によれば、曲げ内周側での圧縮応力による座屈発生
を抑制し、曲げ半径も小さくできることから、曲げ加工限界を大幅に向上させることがで
き、高強度で、かつ薄肉のテーパ形状の異形管を用いる場合であっても、曲げ精度に優れ
、加工欠陥の少ない自動車用部品を曲げ成形できる。
【００２５】
　これにより、一層、車体の軽量化とともにコスト低減が図れ、益々高度化する自動車用
部品に対する要求レベルにも対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の異形管の引張曲げ加工方法の具体的な内容を図面に基づいて説明する。
【００２７】
　図２は、本発明の引張曲げ加工方法を実施するための装置構成を示す図であり、（ａ）
は曲げ加工前に異形管をセットした状態を示し、（ｂ）は曲げ加工が進行している状態を
示している。図２（ａ）に示すように、異形管１の先端側にセットされる加工端は、小周
長側端部からなり、回転曲げダイス３に設けられた金型クランプ４と締め付けダイ５とで
クランプされる。
【００２８】
　一方、異形管１の後端側となる送り端は、大周長側端部からなり、図示されない送り装
置に接続されたロッド７に取り付けられた保持装置６と後端クランプダイ８とに挟み込ま
れた状態で加工装置にセットされる。
【００２９】
　図３は、本発明が採用する加工装置の回転曲げダイス、締め付けダイおよび孔型ガイド
の構成を示す斜視図であり、（ａ）は回転曲げダイスの構成、（ｂ）は締め付けダイの構
成、（ｃ）孔型ガイドの構成をそれぞれ示している。回転曲げダイス３には金型クランプ
４が設けられており、これらの内周面には異形管の曲げ加工後の形状と略同一の孔型３ａ
が設けられている。また、締め付けダイ５には異形管の先端部の形状と略同一の孔型５ａ
が設けられ、金型クランプ４とで異形管１の加工端を挟み込む。さらに、孔型ガイド９に
は異形管の形状と略同一の孔型９ａが設けられている。
【００３０】
　図３に示す構成からなる金型クランプ４および締め付けダイ５でクランプされた異形管
１は、図２（ｂ）に示すように、回転曲げダイス３により加工端が回転され、曲げ加工に
進行する。すなわち、異形管１を孔型３ａを有する回転曲げダイス３に嵌合させつつ、異
形管１の加工端を回転曲げダイス３の回転にともなって移動させ、曲げ加工が進むにつれ
て、異形管１の曲げ内周部が回転曲げダイス３の孔型３ａに拘束され製品形状に保持され
る。
【００３１】
　図２（ｂ）に示す曲げ加工では、異形管１の送り端側の送り速度と加工端側の回転曲げ
ダイス３の回転速度を制御することにより、異形管１の送り端を加工端の移動速度より遅
く移動させる。これにより、異形管１の曲げ加工部には、適度な引張応力を付与すること
ができるので、曲げ内周側に発生する座屈を抑制でき、薄肉異形管における曲げ加工限界
を改善できる。
【００３２】
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　一方、異形管１の曲げ加工部に大きな引張応力を付与する必要がある場合、または曲げ
加工部が微小な場合には、異形管１の送り端を移動させることなく保持することができる
。また、異形管１の曲げ加工部位に応じて、付与する引張応力の調整を要する場合には、
異形管１の送り端の移動速度を加工部位に応じて調整しつつ曲げ加工を行うのが望ましい
。
【００３３】
　前記図２に示す加工装置では、異形管１の側面は、別の送り装置（図示せず）に接続さ
れたロッド１０に接続された孔型ガイド９に保持されている。孔型ガイド９は、異形管１
の曲げ加工部を外周側から保持することによって、異形管の断面形状の変形発生を抑制で
きる。通常、孔型ガイド９は異形管の送り速度と同じ速度でよい。この場合には、孔型ガ
イド９と保持装置６とを一体構造することができる。
【００３４】
　前記図２に示す加工装置では、異形管１の加工端を小周長側端部で構成しているが、本
発明ではこのセット状態に限定されるものではなく、加工端を大周長側端部で構成し、送
り端を小周長側端部で構成することができる。
【００３５】
　前述の通り、異形管１の引張曲げ加工の際し、その両端をクランプするのにともない小
周長側端部ですべりが発生し、曲げ加工部に充分な引張応力を付与することができない事
態が発生する。これに対し種々の対応が可能であるが、本発明の引張曲げ加工方法では、
実操業を想定した場合により実現可能な対策として、小周長側端部に塑性変形を与えるこ
とよって管端部で発生するすべりを防止する手段、または小周長側端部の内面に保持工具
を装着することよって管端部で発生するすべりを防止する手段を採用できる。
【００３６】
　以下に、これらの手段の具体的な内容を説明するが、その内容は単に例示であり、これ
らの手段に限定されるものではない。また、例示では小周長側端部を加工端としているが
、小周長側端部を送り端としても同様の効果が得られる。まず、異形管の小周長側端部に
塑性変形を与える手段については、次の（ａ）～（ｃ）が例示できる。
（ａ）異形管の小周長側端部を保持する金型クランプと締め付けダイとの孔型寸法を、小
周長側端部に塑性変形が生ずるような寸法に設計し、クランプ力を高める。
（ｂ）異形管の小周長側端部を保持する金型クランプと締め付けダイとの孔型表面の粗度
を大きくし、小周長側端部に微小な塑性変形が生ずる場合であっても、クランプ力を高め
るようにする。より具体的には、小周長側端部を保持するクランプ部の孔型表面の粗度は
Ｒｍａｘ＞１００μｍに以上するのが望ましい。
（ｃ）異形管の小周長側端部を保持する金型クランプと締め付けダイとの孔型表面に微少
な突起や溝を付与し、小周長側端部に微小な塑性変形が生ずる場合であっても、クランプ
力を高めるようにする。
【００３７】
　次に、小周長側端部の内面に保持工具を装着する手段については、具体的な保持工具と
その装着要領を図面を用いて例示する。
【００３８】
　図４は、本発明が採用する保持工具とその装着要領の１例を説明する斜視図である。本
発明の引張曲げ加工方法では、異形管１に挿入してその内面から小周長側端部を保持する
保持工具１１を用いることができる。図４に示す保持工具１１の先端側は小周長側端部の
内径より小径の円柱であり、後端側は円錐状に拡がり小周長側端部の内径より大径となっ
ており、小周長側端部の内径より小径となる円柱部の左右にはスリット１１ｓが刻まれて
いる。
【００３９】
　このように保持工具１１を構成することによって、異形管１の内面に挿入された保持工
具１１により小周長側端部をその内面から保持することができる。図４では、保持工具１
１は円柱状で構成される場合を示したが、異形管の形状に応じて、他に角柱状、多角柱状
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にすることができる。
【００４０】
　前記図２に示す装置構成で曲げ加工を行う場合は、回転曲げダイスに設けられた金型ク
ランプ４と締め付けダイ５の内面にもスリット４ｓ、５ｓが刻まれており、異形管１の加
工端が金型クランプ４と締め付けダイ５とにクランプされた後、保持工具１１を掛止する
ため、これらのスリット４ｓ、５ｓ、１１ｓにストッパー１２が挿入される。この状態で
曲げ加工部に引張応力が作用しても、ストッパー１２で掛止され保持工具１１で支持され
て、小周長側端部はすべりを発生することなく引張曲げ加工が行われる。
【００４１】
　しかも、異形管１の小周長側端部に要するクランプ長さは、保持具１１を用いることに
より、ストレート管を引張曲げ加工する場合に必要とするクランプ長さをより短くするこ
とができる。
【００４２】
　図５は、本発明が採用する芯金の断面構成を示す図である。本発明の引張曲げ加工方法
では、図５に示すような異形管の内面形状に略一致した曲げに追従可能な芯金１３を用い
ることによって、異形管の内面を拘束しつつ引張曲げ加工を行うことができる。このため
、芯金１３の追従作用により曲げ加工限界を大幅に拡大することが可能になる。
【００４３】
　さらに、本発明に適用できる芯金は、図５に示す構造の芯金１３に限定されず、例えば
、ウレタンゴムを異形管の内面形状に略一致した形状に加工し、それを芯金として用いる
こともできる。
【００４４】
　本発明の引張曲げ加工方法では、対象とする異形管の断面形状が特異な形状である場合
、例えば、幅方向の厚みｔが均一である場合（後述する図６（ｂ）に示す断面形状例）、
または曲げ内周側から曲げ外周側に亘り厚みｔが増大する場合（後述する図７（ｂ）に示
す断面形状例）には、さらに改善した曲げ加工方法を適用することができる。
【００４５】
　図６は、異形管の断面形状が幅方向の厚みｔが均一である場合に適用できる引張曲げ加
工方法を説明する図であり、（ａ）はその方法を実施するための装置構成を、（ｂ）は曲
げ加工における加工部位の断面を、（ｃ）はワイパーダイスの断面構成をそれぞれ示して
いる。
【００４６】
　図７は、異形管の断面形状が曲げ内周側から曲げ外周側に亘り厚みｔが増大する場合に
適用できる引張曲げ加工方法を説明する図であり、（ａ）はその方法を実施するための装
置構成を、（ｂ）は曲げ加工における加工部位の断面を、（ｃ）はワイパーダイスの断面
構成をそれぞれ示している。
【００４７】
　図６、図７に示す加工方法では、加工後の異形管１のほぼ全幅に亘り厚みｔ方向に拘束
する孔型を有する回転曲げダイス３を用いて引張曲げ加工を行うが、孔型ガイド９には孔
型を設けておらず、単に異形管１の外周側面を支えるだけである。図６（ａ）、図７（ａ
）に示す装置構成によれば、前記図２示す装置構成に比べ、異形管１が回転曲げダイス３
から受ける拘束面積が大きくなるため、曲げ加工部の断面変形を抑制できることから、良
好な異形管の製品を得ることができる。
【００４８】
　また、図６（ａ）、図７（ａ）に示す装置構成では、回転曲げダイス３の入り側にあっ
て、異形管１を厚みｔ方向に拘束するワイパーダイス１４を設けることができる。異形管
１の断面形状が幅方向の厚みｔが均一である場合、または断面形状が曲げ内周側から曲げ
外周側に亘り厚みｔが増大する場合に適用できるワイパーダイス１４の断面構成を、図６
（ｃ）、図７（ｃ）に示すが、ワイパーダイス１４を設けることによって、さらに曲げ加
工部の断面変形を抑制できることから、良好な異形管の製品を得ることができる。
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【００４９】
　一方、異形管の断面形状が幅方向の厚みｔが均一であり、または断面形状が曲げ内周側
から曲げ外周側に亘り厚みｔが増大し、かつ片側が直角となる異形管１を曲げ加工する場
合には、孔型ガイド９は異形管１の送り方向に自由に前進できることから、異形管１の送
り速度と孔型ガイド９の送り速度を個別に設定できる。この場合に、異形管１の送り速度
に比べ、孔型ガイド９の送り速度を速くすれば、異形管１の曲げ外周側に摩擦力による圧
縮力を付加することができる。この圧縮力を付加する作用により、異形管の曲げ外周側の
引張応力による割れ発生を抑制することができる。
【００５０】
　本発明の引張曲げ加工方法では、高強度で、かつ薄肉の異形管を安定した品質特性で曲
げ成形することができることから、例えば、図８に示すブレーキペダルの他にも、シート
フレームなどの車体基材、またはリインフォースなどの車体骨格部材として適用すること
ができる。
【実施例】
【００５１】
　本発明の引張曲げ加工方法による効果を確認するため、表１に示す特性の薄鋼板を用い
て、供試用の異形管として２種類のテーパ管を作製した。
【００５２】
　まず、表１に示す薄鋼板Ａを用いて、プレス成形により、厚みが２０ｍｍ一定で、小周
長側端部幅が１９ｍｍ、大周長側端部幅が５０ｍｍで、コーナＲが４～５ｍｍであり、管
長さが４４０ｍｍ、軸方向に対称なテーパ管を作製した（以下、「テーパ管Ａ」という）
。
【００５３】
　次に、表１に示す薄鋼板Ｂを用いて、ＵＯ成形により、小周長側端部がφ２２ｍｍ、大
周長側端部がφ４２ｍｍで、管長さが４４０ｍｍのテーパ管を作製した（以下、「テーパ
管Ｂ」という）。
【００５４】
【表１】

【００５５】
（実施例１）
　得られたテーパ管Ａを用いて、表２に示す各条件で曲げ加工を実施し、加工後の状況を
表面観察した。また、それぞれのクランプ方式についてクランプ長さを変化させ、すべり
が発生しない最小のクランプ長さを調査した。観察結果および調査結果を表３に示す。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
【表３】

【００５８】
　表３に示す結果から、本発明法によれば従来法（押し付け曲げ加工）では困難であった
薄肉異形管であっても、良好な加工精度で曲げ成形が可能になることが分かる。また、本
発明法によればクランプ長さもストレート管の引張曲げで必要とされるクランプ長さより
短くできることも明らかである。
（実施例２）
　得られたテーパ管Ｂを用いて、表４に示す各条件で曲げ加工を実施し、加工後の状況を
表面観察し、その結果を表５に示した。
【００５９】
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【表４】

【００６０】
【表５】

【００６１】
　表５の結果が示すように、本発明法によれば、従来法（押し付け曲げ加工）では困難で
あった高強度で薄肉異形管であっても、良好な曲げ成形が可能になった。さらに、本発明
法では芯金を併用することで、しわ防止が可能で、より広い成形可能範囲が得られること
も分かった。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の異形管の引張曲げ加工方法によれば、曲げ内周側での圧縮応力による座屈発生
を抑制し、曲げ半径も小さくできることから、曲げ加工限界を大幅に向上させることがで
き、高強度で、かつ薄肉のテーパ形状の異形管を用いる場合であっても、曲げ精度に優れ
、加工欠陥の少ない自動車用部品を曲げ成形できる。
【００６３】
　これにより、一層、車体の軽量化とともにコスト低減が図れ、益々高度化する自動車用
部品に対する要求レベルにも対応することができるので、自動車用部品の加工技術として
広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】先行技術である押し付け曲げ加工の内容を説明する図であり、（ａ）はローラ２
とダイス３との間の溝空間にテーパ丸管（異形管）１を挿入した状態を示し、（ｂ）は曲
げ加工の進行状態を示し、（ｃ）は曲げ加工が終了した状態を示している。
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【図２】本発明の引張曲げ加工方法を実施するための装置構成を示す図であり、（ａ）は
曲げ加工前に異形管をセットした状態を示し、（ｂ）は曲げ加工が進行している状態を示
している。
【図３】本発明が採用する加工装置の回転曲げダイス、締め付けダイおよび孔型ガイドの
構成を示す斜視図であり、（ａ）は回転曲げダイスの構成、（ｂ）は締め付けダイの構成
、（ｃ）孔型ガイドの構成をそれぞれ示している。
【図４】本発明が採用する保持工具とその装着要領の１例を説明する斜視図である。
【図５】本発明が採用する芯金の断面構成を示す図である。
【図６】異形管の断面形状が幅方向の厚みｔが均一である場合に適用できる引張曲げ加工
方法を説明する図である。
【図７】異形管の断面形状が曲げ内周側から曲げ外周側に亘り厚みｔが増大する場合に適
用できる引張曲げ加工方法を説明する図である。
【図８】本発明の引張曲げ加工方法が適用できるブレーキペダルを示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
１：異形管、テーパ管、　２：ロール
３：ダイス、回転曲げダイス３、　４：金型クランプ
５、締め付けダイ、　６：保持装置
７：ロッド、　８：後端クランプダイ
９：孔型ガイド、　１０：ロッド

【図１】 【図２】
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