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１．緒　言

液圧を利用した管材の加工方法は，チューブハイドロ

フォーミング（以下，THFと称す）と呼ばれ，自動車

部品などへの加工技術の一つとして普及してきた１）。

THFは，液圧を負荷するのと同時に軸圧縮を加えるこ

とで所定部分に張り出し形状を設ける加工方法であり，

研究報告例は多く実用化も進んでいる２）～９）。一方，管

材の代表的な二次加工である曲げにおいては，液圧が適

用されている事例は少ない10，11）。

管材の曲げには，回転引曲げ加工が自動車や建材等，

幅広い分野で適用されている。回転引曲げ加工設備は
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Fig.１に示す構造を有しており，マンドレル（芯金）に

よる偏平化抑制，ワイパーダイによるしわ抑制，プレッ

Synopsis :

The effects of forming conditions on the qualities of bend in hydraulic bending of thin-walled stainless steel tubes were examined.

Especially, the effects of hydraulic pressure and Vp/Vr (velocity of pressure die - velocity of rotary die ratio) on thickness decreasing on

the outside of bend, wrinkling on the inside of bend, and flattening were investigated. Experiments about hydraulic bending and conven-

tional rotary draw bending with the mandrel were carried out. FEM analyses were also performed to calculate the stress and the strain.

The results obtained are as follows ; The strain in thickness and longitudinal direction on the outside of bend were remarkably larger

than those of inside of bend in hydraulic bending. It was confirmed that increase of hydraulic pressure suppressed flattening and wrin-

kling on the inside of bend, but promoted thickness decreasing on the outside of bend, and decrease of Vp/Vr, especially in case of

Vp/Vr <1, suppressed wrinkling on the inside of bend and promoted thickness decreasing on the outside of bend, and flattening. The rea-

sons why mentioned above were discussed in relation to the analytical results, contact states of tube and dies, and so on. So the change of

hydraulic pressure and Vp/Vr showed different effects on thickness decreasing, wrinkling, and flattening, that proper hydraulic pressure

and Vp/Vr should be selected in accordance with the requirement for the qualities. Proper ranges of hydraulic pressure and Vp/Vr were

obtained for SUS304 stainless steel tubes of 0.6mm and 1.0mm thickness. That would be useful index for successful bending of other dif-

ferent types of tubes. In addition, the strain  on the outside of bend in hydraulic bending were half of that in case of rotary draw bending

with the mandrel. The reason of this difference was considered due to concentration of tensile stress at the contact point of tube’s inner

plane and mandrel’s edge in the later bending.
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Fig.１　Schematic of rotary draw bending.
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シャーダイまたはブースターダイによる軸力制御で減肉

抑制などができる高精度な曲げ加工方法として一般に知

られている12）。曲げ部の品質特性は多くの場合，板厚変

化や偏平が小さいこと，顕著なしわが無いことが要求さ

れるが，例えば部品軽量化といったニーズから素管の薄

肉化が進むと，曲げ部に対する品質の確保が困難となる。

このような理由から，曲げ部の品質特性に関する報告は，

マンドレルを用いた回転引曲げ加工（以下，芯金曲げと

称す）で，板厚1.5mmを超える厚肉の素管を対象とした

ものが多い13）～16）。これに対し，液圧を利用した曲げ加

工（以下，液圧曲げと称す）に関しては，加工時の変形

挙動や品質特性に及ぼす加工条件の影響を調査した報告

例は見当たらない。

そこで本研究では板厚1.0mm以下の薄肉の素管を対象

に，実験およびFEM解析により，液圧曲げにおける材

料の変形挙動を把握し，曲げ部の品質特性（板厚減少，

しわ，偏平化）に及ぼす加工条件の影響を検討した。

２．実験方法およびFEM解析方法

2.1 実験方法

液圧曲げの実験設備をFig.２に示す。ロータリーダイ

とクランピングダイで挟まれる先端側の封止栓に水道水

の供給口を設け，後端側の封止栓はエア抜き口を設ける

ことで素管内に水道水による液圧を負荷できる構造とし

た。素管と封止栓との固定のため，後端側はブースター

ダイを加工の進行方向に同調するよう軸力を負荷させ

た。先端側の固定はFig.２（b）のように，ロータリーダ

イおよびクランピングダイに設けた溝で封止栓のフラン

ジを挟んで固定する構造とした17）。液圧制御装置には，

封止栓の破損や素管破断時に自動停止でき，また曲げ加

工時の素管容積の増加に対し圧力を一定に保つことが可

能となるようプランジャー方式のポンプを使用した。

Table１に，実験に用いたSUS304ステンレス溶接鋼

管の機械的性質を示す。素管寸法は，外径φ38.1mmと

し，板厚は0.6mm，1.0mmとした。

液圧曲げの主な加工条件をTable２に示す。曲げ中心

半径は1.6D（D：素管外径）で固定とし，曲げ部の品質

特性に影響を及ぼす液圧ならびに速度比（軸力）を変

化させた。速度比はプレッシャーダイの作動速度Vpと，

ロータリーダイの作動速度Vrの比としVp/Vrで定義し

た。ロータリーダイは定速回転のため，Vp/Vrは実質

的にはプレッシャーダイの作動速度に依存する。また

比較として３ボールタイプのマンドレルを使用した芯

金曲げも行い，液圧曲げとの加工性を比較した。芯金

曲げでは，素管とマンドレルとのクリアランスは0.5mm

とし，薄肉材に生じやすい曲げ部内側のしわや未加工

部の座屈を回避するため，ブースターダイによる軸力

は無負荷とした。なお，液圧曲げおよび芯金曲げにお

いては，素管の溶接部が曲げの中立軸上となるよう配

置した。

曲げ部の品質特性は，破断や素管板厚を超える高さの

しわが無いものについて（１）式と（２）式に示す板厚変
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Fig.２　Schematic of hydraulic bending.

Table１　Mechanical properties of tube

Thickness (mm) 0.6 1.0 

Yield strength (MPa) 360 349 

Tensile strength (MPa) 682 667 

Elongation (%) 62 64

Table２　Bending conditions

Bending radius (mm) 1.6D (D ; Diameter of tube) 

Bending angle (deg.) Max90 

Vp/Vr 0.1～1.4 

 Hydraulic pressure (MPa) 2～25 

Type of liquid Tap water (Room temperature)
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Fig.３　Model of FEM.

化率と偏平率で評価した。

板厚変化率 Δt(%)=(t1－t0)/t0×100………………（１）

偏平率 δ(%)=(Dmax－Dmin)/D0×100………………（２）

ここで，t1は曲げ加工後の板厚，t0は素管の実測板厚で

あり，Dmax，Dminは曲げ加工後の最大および最小外径，D0
は素管の実測外径である。

2.2 FEM解析方法

液圧曲げにおける材料の変形挙動を考察するため，

FEM解析を行った。

Fig.３に液圧曲げおよび芯金曲げのFEM解析モデル

を示す。（b）に示すように液圧曲げでは全ての要素面に

対し一定圧力が素管内面から外面へ向かうようにモデル

化した。また，（c）に示すように芯金曲げでは実験と同

様に３ボールタイプのマンドレルをモデル化した。

解析ソルバーには汎用の３次元有限要素法ソフトウェ

アであるMSC.MARCを用いた。要素タイプはシェル要

素とし，形状の対称性を利用して円周方向1/2の３次元

モデルを作成した。金型はすべて剛体で定義し，ロータ

リーダイの中心を回転軸としてクランピングダイとマン

ドレルに回転，プレッシャーダイに直進，ワイパーダイ

に変位固定の条件を与えた。なお液圧曲げでブースター

ダイを使用する目的は，封止栓を保持することにあるた

め，解析ではブースターダイを省略した。なお金型と材

料間の摩擦はクーロン摩擦係数を0.2で設定した。

３．実験結果および考察

3.1 液圧曲げ部の変形状態

液圧曲げ部の変形状態を把握するため，まず液圧曲げ

実験により板厚変化率および偏平率を調査した。その結

果とFEM解析結果を比較し解析精度を確認した上で，

曲げ部のひずみ分布から材料の変形挙動を確認した。

Fig.４および Fig.５にそれぞれ素管板厚1.0mm，
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Fig.４　Effect of hydraulic pressure on thickness change.
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Vp/Vr=0.6の場合の板厚変化率に及ぼす液圧の影響，

偏平率に及ぼす液圧の影響を示す。図中の板厚変化率と

偏平率は長手方向の最大値をプロットしており，板厚変

化率については曲げ部外側および内側の値をプロットし

た。

Fig.４に示すように，実験では液圧の増加とともに板

厚は減少し，20MPaを超える液圧を負荷すると曲げ部

外側が破断した。また曲げ部内側では，液圧の減少に伴

い板厚が増加し，液圧が約５MPaより低い場合には曲

げ部内側にしわが発生した。

FEM解析結果は，曲げ部の内外面ともに板厚変化量

が実験値よりも小さい傾向を示すが，板厚変化に対する

液圧の影響度は実験結果とおおよそ一致する傾向を示し

た。

偏平率は，Fig.５に示すように，実験値とFEM解析

値のいずれにおいても，液圧の増加とともに小さくなる

（断面形状が真円に近づく）傾向を示しており，板厚変

化率と同様に両者の傾向はほぼ一致した。

以上の結果から，液圧曲げ部の材料の変形挙動を

FEM解析により予測することは可能と考えられる。以

降では，液圧曲げ過程における材料の変形挙動をより詳

細に把握するため，本解析結果からひずみ分布の状態を

確認した。

Fig.６にFEM解析による液圧曲げにおいて，各種液

圧を負荷した際の曲げ部内側と外側のひずみの推移を示

す。比較としてプロットした芯金曲げは，偏平率が液圧

20MPaと同等程度となるようにマンドレルの直径を調

整したFEM解析結果である。なお円周方向ひずみ，長

手方向ひずみ，板厚方向ひずみは前者より，εθ，εl，

εtと表記し，εθ，εlはそれぞれ円周方向，長手方向

の要素辺の長さ変化から真ひずみに換算した値であり，

εtはεθとεlをもとに，体積一定条件から算出した値

である。

解析の結果，εtは曲げ部内側でプラス（増肉），曲げ

部外側でマイナス（減肉）となる。液圧の増加とともに，

曲げ部内側の増肉は緩和し，曲げ部外側の減肉は顕著に

なる。

εθは曲げ部内側でプラス（縮み），曲げ部外側でマ

イナス（伸び）となるが，その値は，εlやεtに比べる

と小さい。εθに及ぼす液圧の影響は曲げ部内側では明

確ではないが，曲げ部外側では液圧の増加とともにεθ

がプラス側へ移行する傾向が見られる。

εlは曲げ部内側でマイナス（縮み），曲げ部外側でプ

ラス（伸び）となり，特に曲げ部外側の引張りひずみが

顕著となる。

液圧曲げと芯金曲げを比較すると，液圧曲げ部外側の

εt，εlは芯金曲げの1/2程度と小さいことが特徴であ

るが，この理由については次項で考察する。

ここで，液圧曲げ部表面の変形形態に及ぼす液圧の影

響を把握するため，曲げ部内外面のシェル要素について，

加工前後の要素辺の長さ変化の比を円周方向および長手

方向で求めた。曲げ角度が30度の場合の材料表面の面

内変形の一例をFig.７に示す。

曲げ部外側は長手方向に伸び，円周方向に縮む変形

となり，曲げ部内側は長手方向に縮む変形を呈してい

ることが明らかである。液圧の増加に伴い，要素辺は

円周方向および長手方向に長くなり，曲げ部内外面の

シェル要素が拡大する変形形態を示す。したがって，

曲げ部では液圧の増加とともに引張りひずみは助長，

圧縮ひずみは緩和する変形形態となる。また変形の程

度は二軸で囲まれる面積から判断されるように，曲げ
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部内側よりも外側の方が顕著である。この理由は次の

ように推察される。

Fig.８に，FEM解析における液圧曲げ初期および曲

げ角度70度における金型と素管との接触状態を示す。

曲げ内側は終始，素管がロータリーダイと接触している

のに対し，曲げ外側は初期の状態を除いてはプレッシャ

ーダイとの接触がなくなり，材料拘束が無い状態が存在

する。このことから，Fig.７で曲げ部外側に比べ内側の

面内変形が小さくなるのは，ロータリーダイにより曲げ

部内側が拘束されることで面内変形が抑制されたためと

推察される。

3.2 品質特性に及ぼす液圧の影響

液圧曲げ部の品質特性に及ぼす液圧の影響をFEM解

析で検討した。

Fig.９に素管板厚1.0mm，Vp/Vr=0.6，液圧20MPaの

条件における液圧曲げと芯金曲げの曲げ角度に対する板

厚分布と相当応力分布を示す。

液圧曲げでは曲げ初期に約５%の板厚減少が生じ，曲

げ角度の拡大とともに緩やかに板厚減少する。液圧曲げ

の相当応力は，曲げの開始から曲げ角度の拡大とともに

増加し，20度付近でピークを示した後，曲げ角度の拡

大とともに減少する。なお，液圧曲げは芯金曲げに比べ

て相当応力に及ぼす曲げ角度の影響は小さい。

一方，芯金曲げでは曲げ角度が20度付近で17%程度の
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Fig.８　Relationship of contact between tools and tube.

板厚減少を生じ，その後は曲げ角度の拡大とともに緩や

かに板厚減少する。これに対応するように，芯金曲げに

おける相当応力は曲げ角度20度までが大きく，それ以

降は横ばいとなる。曲げ角度が５～25度において，相

当応力が変動するのは，マンドレルとの接触・非接触が

繰り返されることによると考えられる。液圧曲げに比べ

芯金曲げの板厚減少が大きくなるのは，Fig.９に示すよ

うにマンドレルのボール肩部と管内壁が接触すること

で，曲げ部外側に局所的な応力集中が発生し，引張応力

が助長されたことによると推察される。

Fig.10に液圧曲げにおいて，素管板厚1.0mm，Vp/Vr=0.6

の条件で，中立軸から材料の曲げ部内外表面までの直線

距離Li，Loを比較した結果を示す。

Liは加工前よりごくわずかに小さくなるが，液圧によ

らずほぼ一定である。一方，Loは加工前より著しく小

さくなり，液圧の増加とともに大きくなる。そのため，

偏平化は曲げ部外側の変形が支配的であることが分か

る。



Fig.11に偏平化のメカニズムを示す。偏平化は一般的

に素管に加わる曲げモーメントによる影響を受けると

されている18）。曲げ部の外側では長手方向の引張応力に

伴って素管の断面中心に向かう分力が作用し，これに

より外側の材料は曲げの中立軸に近づく変形を生じる。

芯金曲げではマンドレルによる拘束力（引張分力への

抗力）が偏平化を抑制しているが，液圧曲げでは引張

分力への抗力として液圧を用いることから，偏平化を

抑制するためには液圧を高くする必要がある。また前

項より極度な液圧の低下はしわを発生させる可能性が

あるため，しわの抑制に対しても液圧を高くすること

が有効である。反面，先述したように液圧の増加は曲

げ部外側の板厚減少を大きくし，破断の可能性を高め
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ることとなる。したがって，要求される品質によって

液圧の適正化が必要となる。

3.3 品質特性に及ぼす速度比の影響

液圧曲げ部の品質特性に及ぼすVp/Vrの影響を実験

およびFEM解析により検討した。

Fig.12に，液圧が15MPaでの液圧曲げと芯金曲げにお

ける曲げ部外側の最大板厚変化率および偏平率に及ぼす

Vp/Vrの影響を示す。

芯金曲げの実験では，Vp/Vr=0.2で曲げ部外側で破断

し，Vp/Vr=0.8で曲げ部内側にしわが発生した。液圧曲

鋼管の液圧曲げ加工における曲げ部の品質特性に及ぼす加工条件の影響
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げと芯金曲げのいずれの実験においてもVp/Vrの増大

により最大板厚減少率および偏平率はともに小さくなる

傾向である。また，実験結果とFEM解析結果は類似し

た傾向を示した。

Fig.13に，FEM解析において液圧を15MPaとした場

合の曲げ部長手方向の主応力分布に及ぼすVp/Vrの影

響を示す。3.1項で述べたひずみ分布からも判断される

ように，曲げ部外側の長手方向では引張，曲げ部内側の

長手方向は圧縮の応力分布となる。主応力とVp/Vrの

関係は，曲げ部外側の方が曲げ部内側よりも明確な序列

を示しており，Vp/Vrが小さいほど曲げ部外側の引張

応力が大きくなり，破断の可能性が高まることを示唆し

ている。一方，Vp/Vrが1.0のように過度に大きいと曲

げ部内側の圧縮応力が過度に大きくなり，しわが発生し

やすくなる。
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Fig.13 Effect of the ratio of velocity on principal stress distribu-
tions at the bending angle.
(t0=1.0mm, Hydraulic pressure=15MPa) <FEM>

このような曲げ部の品質特性に及ぼすVp/Vrの影響

を，プレッシャーダイの動作に対する材料の変形状態か

ら考察した。Fig.14に，FEM解析において曲げ角度が

90度に到達するまでの曲げ部外側の素管長手方向の未

加工部とプレッシャーダイの直線変位量をそれぞれdm，

dpとしたときの，dm/dpに及ぼすVp/Vrの影響を示す。

なお，dpはVpに応じた定数のためdm/dpは実質的には

dmに依存する。

Vp/Vrが1.0の場合，ロータリーダイとプレッシャー

ダイが同速で運動し，素管もこれに同調する状態となる

Fig.12 Effect of the ratio of velocity on maximum thickness
decrease and on flatness.
(t0=1.0mm, Hydraulic pressure=15Mpa, Bending angle=
90deg.)



３.４　液圧および速度比の選定指標

前項で述べたように，液圧曲げでは液圧およびVp/Vr

の組合せが，加工の可否ならびに板厚減少や偏平化など

の曲げ部の品質特性に大きく影響を及ぼす。

Fig.15に，液圧曲げ実験においてVp/Vrおよび液圧を

各々変化させた場合の素管板厚1.0mm材および0.6mm材

の加工可能範囲を示す。破断，しわ，および偏平率 : 30%

以上の偏平のいずれも発生しなかった状態を加工可能と

ためdm/dpはほぼ1.0である。Vp/Vrが1.0を境に，

Vp/Vrがこれより大きい場合は素管に対してプレッシ

ャーダイが先行移動するためdm/dp＜1.0の関係となり，

両者の摩擦によって素管を強制的にプレッシャーダイの

進行方向に圧縮する力が働き，曲げ部に材料が塑性流動

する作用を伴う。一方，Vp/Vrが1.0未満ではプレッシ

ャーダイに対して素管が先行するためdm/dp＞1.0の関

係が成立し，素管には曲げの進行方向とは逆向きに引張

る力が作用する。このような作用により，例えば

Vp/Vr＞1.0の場合には，曲げ部に加わる圧縮力により，

曲げ部外側の板厚減少および偏平化は低減する効果が得

られるが，曲げ部内側はしわが発生する可能性が高くな

る。したがって，要求される品質によってVp/Vrの適

正化が必要となる。

なお，dm/dpに及ぼすVp/Vrの影響は，液圧曲げと

芯金曲げで同様の傾向を示す。また液圧曲げでは，

Vp/Vrが小さくなるほどdm/dpに及ぼす液圧の影響が

顕著に現れ，液圧が高いほどdm/dpは小さくなる。こ

の理由は次のように考えられる。Vp/Vrが小さいほど

偏平化が顕著となるが，その影響が素管未加工部に及ぶ

ことで，素管とプレッシャーダイとの摩擦力が低下しプ

レッシャーダイが素管を引張る力も低下すると予測され

る。この状態から液圧を高くしていくと，偏平化は小さ

くなって摩擦力は増大する。つまりVp/Vrが小さい場

合は，引張り力の低下分を液圧の増大によって補足する

こととなるため，液圧が高いほどプレッシャーダイによ

る引張り力が増大してdmが小さくなる（dpはVpに応

じた定数）と推察される。
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判定し，加工可能範囲として破線で示した。

Vp/Vrが小さく液圧が高い条件では，曲げ部外側の

長手方向の引張が顕著となるため，破断の有無が加工限

界の指標となる。Vp/Vrが大きい条件では，長手方向

の応力が圧縮側へと推移するため，曲げ部内側の圧縮過

大によるしわの有無が加工限界の指標となる。Vp/Vr

が小さく液圧が低い条件では，引張分力による曲げ部外

側の中立軸方向への変形が顕著となり，偏平過大による

真円度不良を誘発する。素管板厚0.6mm材の加工可能範

囲は1.0mm材の1/4以下と狭くなる。これは薄肉化によ

り破断およびしわ発生の感受性が高くなるためである。

以上のように加工可能/不可能の境界が決まる理由は，

これまでに述べた結果や考察で説明づけられ，破断やし

わが無く偏平化が少ない曲げ部を得るための液圧と速度

比の選定指標が得られた。

４．結　言

本研究では管材の代表的な２次加工である曲げに着目

し，1.0mm以下の薄肉の素管を対象として回転引曲げに

おける液圧の適用を検討した。実験およびFEM解析に

より液圧曲げの変形状態を把握するとともに，曲げ部の

品質特性に及ぼす加工条件の影響を検討した。得られた

結果は以下の通りである。

（１）液圧曲げでは，金型による材料拘束の影響から曲

げ部内側よりも曲げ部外側の板厚方向および長手

方向のひずみが顕著である。また，液圧曲げの曲

げ部外側のこれらひずみは，芯金曲げの場合の約

1/2である。これは，液圧曲げ部外側では芯金曲

げで生じるマンドレルのボール肩部と管内壁の接

触による局所的な応力集中が無いためと推察され

る。

（２）液圧の増加とともに，曲げ部内外面は円周方向お

よび長手方向に伸張する作用を伴い，曲げ部外側

面の引張りひずみは助長，曲げ部内側面の圧縮ひ

ずみは緩和する変形形態となる。このため液圧の

増加は，偏平化や曲げ部内側のしわの抑制には有

効に作用するが，曲げ部外側に対しては破断の可

能性を高める。したがって，要求される品質特性

によって液圧の適正化が必要となる。

（３）速度比Vp/Vrが1.0を境として，Vp/Vr＞1の場合

は素管を圧縮する力が働き，Vp/Vr＜1の場合は

素管を引張る力が作用する。この作用により例え

ばVp/Vr＜1の場合には，曲げ部内側の圧縮応力

が緩和されるためしわの抑制には有効となるが，

偏平化や曲げ部外側の破断の可能性は増大する。

したがって，液圧と同様に要求される品質により

Vp/Vrの適正化が必要となる。
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