
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

高強度鋼板のフランジアップ成形
に関する研究( Digest_要約 )

西村, 隆一

西村, 隆一. 高強度鋼板のフランジアップ成形に関する研究. 京都大学,
2017, 博士(エネルギー科学)

2017-09-25

https://doi.org/10.14989/doctor.k20730

学位規則第9条第2項により要約公開; 本研究に関する発表および講演論文: 第2章: 西村隆一, 中澤嘉明：“部材端部のフ
ランジアップ成形性に及ぼす稜線曲率半径および引張特性の影響”, 塑性と加工, 57-660（2016）, pp28-33．; 第3章: 西
村隆一, 中澤嘉明：“部材端部のフランジアップ成形の伸びフランジ成形性に及ぼす製品形状と工法の影響”, 塑性と加
工, 57-660（2016）, pp34-40．; 西村隆一, 中澤嘉明：“フランジアップ成形性に及ぼす形状および工法の影響”, 平成28
年度塑性加工春季講演会（2016）, pp45-46．; 第4章: 西村隆一, 伊藤泰弘, 中田匡浩, 中澤嘉明：“フランジアップ成形性
に及ぼす打抜き端面品質の影響”, 塑性と加工, 57-670（2016）, pp1062-1069．; 西村隆一, 伊藤泰弘, 中澤嘉明：“フラン
ジアップ成形性に及ぼす外形打抜き条件の影響”, 第65 回塑性加工連合講演会講演論文集（2014）, pp367-368．/ 第
5章: 西村隆一, 伊藤泰弘, 中澤嘉明, 浜孝之, 宅田裕彦：“伸びフランジ成形限界に及ぼす変形勾配および端面加工の影響
”, 塑性と加工, 投稿中; 第6章: 西村隆一, 中澤嘉明, 浜孝之, 宅田裕彦：“曲げ挙動制御によるフランジアップ成形性の向
上”, 塑性と加工, 58-675（2017）, pp304-310．



 

 

 

 

 

 

 

 

高強度鋼板のフランジアップ成形 
に関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

西村 隆一 

 



１ 
 

目  次 

第１章 序 論 .................................................................................................................................................. 1 

1.1 自動車を取り巻く環境 ................................................................................................................................. 1 

1.2 自動車用鋼板の高強度化 ............................................................................................................................. 7 

1.3 薄鋼板成形技術の歴史 ................................................................................................................................. 8 

1.4 板材のプレス成形様式 ............................................................................................................................... 10 

1.5 深絞り，張出しおよび曲げ成形に関するこれまでの研究 .................................................................... 11 

1.6 伸びフランジ成形 ....................................................................................................................................... 16 

1.6.1 伸びフランジ成形の特徴 .................................................................................................................... 16 

1.6.2 穴広げ成形とフランジアップ成形 .................................................................................................... 20 

1.7 伸びフランジ成形に関するこれまでの研究 ............................................................................................ 25 

1.7.1 伸びフランジ成形性に及ぼす形状因子および材料特性の影響 ..................................................... 25 

1.7.2 伸びフランジ成形性に及ぼす打抜き加工条件および金属組織の影響 ......................................... 28 

1.7.3 伸びフランジ成形性の向上方法 ........................................................................................................ 29 

1.7.4 伸びフランジ成形限界の予測 ............................................................................................................ 32 

1.7.5 小 括 ...................................................................................................................................................... 33 

1.8 本研究の目的 ............................................................................................................................................... 35 

1.9 本論文の構成 ............................................................................................................................................... 36 

参考文献 ............................................................................................................................................................ 37 

第 2 章 部材端部のフランジアップ成形性に及ぼす稜線曲率半径および引張特性の影響 ................ 44 

2.1 緒 言 ........................................................................................................................................................... 44 

2.2 実験および数値解析方法 ........................................................................................................................... 45 

2.2.1 加工条件 ................................................................................................................................................ 49 

2.2.2 供試材 .................................................................................................................................................... 49 

2.2.3 数値解析条件 ........................................................................................................................................ 50 

2.3 実験および数値解析結果 ........................................................................................................................... 50 

2.3.1 先端部板厚減少に及ぼす形状と引張特性の影響 ............................................................................. 53 

2.3.2 根元部板厚増加に及ぼす形状と引張特性の影響 ............................................................................. 53 

2.4 考 察 ........................................................................................................................................................... 56 

2.4.1 先端部板厚減少に及ぼす成形品形状と引張特性の影響 ................................................................. 56 

2.4.2 根元部板厚増加に及ぼす形状と引張特性の影響 ............................................................................. 60 

2.4.3 成形性に及ぼす根元部素材挙動の影響 ............................................................................................. 61 

2.5 結 言 ........................................................................................................................................................... 64 

参考文献 ............................................................................................................................................................ 65 

第 3 章 部材端部のフランジアップ成形性に及ぼす製品形状と工法の影響 ........................................ 67 

3.1 緒 言 ........................................................................................................................................................... 67 

3.2 実験および数値解析方法 ........................................................................................................................... 68 

3.2.1 供試材 .................................................................................................................................................... 70 

3.2.2 数値解析条件 ........................................................................................................................................ 70 



２ 
 

3.3 数値解析結果 ............................................................................................................................................... 71 

3.3.1 成形性に及ぼす天板部半幅および工法の影響 ................................................................................. 71 

3.3.2 成形性に及ぼす縦壁角度および工法の影響 ..................................................................................... 73 

3.4 考 察 ........................................................................................................................................................... 74 

3.4.1 成形中の板厚ひずみ変化と根元素材の曲げ挙動 ............................................................................. 74 

3.4.2 成形性および根元の曲げ挙動に及ぼす製品形状の影響 ................................................................. 78 

3.4.3 成形性および根元の曲げ挙動に及ぼす工法の影響 ......................................................................... 85 

3.5 結 言 ........................................................................................................................................................... 87 

参考文献 ............................................................................................................................................................ 88 

第 4 章 伸びフランジアップ成形性に及ぼす打抜き端面品質の影響 .................................................... 89 

4.1 緒 言 ........................................................................................................................................................... 89 

4.2 実験および数値解析方法 ........................................................................................................................... 90 

4.2.1 数値解析による外形抜き線形状の決定方法 ..................................................................................... 90 

4.2.2 実験方法 ................................................................................................................................................ 92 

4.2.3 供試材 .................................................................................................................................................... 92 

4.3 数値解析による外形抜き線形状の決定 .................................................................................................... 93 

4.4 実験結果 ....................................................................................................................................................... 94 

4.4.1 端面品質に及ぼす打抜き条件の影響................................................................................................. 94 

4.4.2 破断起点に及ぼす打抜きクリアランスの影響 ................................................................................. 96 

4.5 考 察 ........................................................................................................................................................... 97 

4.5.1 成形性に及ぼす打抜きクリアランスの影響 ..................................................................................... 97 

4.5.2 過大バリ発生メカニズム .................................................................................................................. 100 

4.5.3 せん断面比率の外形抜き-穴抜き間の差異 ..................................................................................... 105 

4.5.4 フランジアップ成形性向上方法の検討 ........................................................................................... 105 

4.6 結 言 ......................................................................................................................................................... 107 

参考文献 .......................................................................................................................................................... 108 

第 5 章 伸びフランジ成形限界に及ぼす変形勾配および端面加工の影響 .......................................... 109 

5.1 緒 言 ......................................................................................................................................................... 109 

5.2 実験および数値解析方法 ......................................................................................................................... 110 

5.2.1 鞍型部のフランジアップ成形（Flange-up A） .............................................................................. 111 

5.2.2 部材端部のフランジアップ成形（Flange-up B） ........................................................................... 111 

5.2.3 穴広げ成形 .......................................................................................................................................... 114 

5.2.4 数値解析方法 ...................................................................................................................................... 115 

5.3 実験結果 ..................................................................................................................................................... 115 

5.3.1 フランジアップ成形における成形限界 ........................................................................................... 115 

5.3.2 穴広げ成形における成形限界 .......................................................................................................... 118 

5.4 考 察 ......................................................................................................................................................... 119 

5.4.1 伸びフランジ成形性に及ぼす変形勾配の影響 ............................................................................... 119 

5.4.2 フランジアップと穴広げの限界ひずみ差異の要因 ....................................................................... 123 



３ 
 

5.4.3 伸びフランジ成形限界の予測方法 .................................................................................................. 126 

5.5 結 言 ......................................................................................................................................................... 127 

参考文献 .......................................................................................................................................................... 127 

第 6 章 曲げ挙動制御によるフランジアップ成形性の向上 .................................................................. 129 

6.1 緒 言 ......................................................................................................................................................... 129 

6.2 実験方法 ..................................................................................................................................................... 130 

6.2.1 フランジアップ成形工法 .................................................................................................................. 130 

6.2.2 ブランク .............................................................................................................................................. 133 

6.2.3 成形実験による考案工法の効果検証............................................................................................... 134 

6.3 成形実験による考案工法の効果検証結果 .............................................................................................. 135 

6.4 数値解析を用いた考察 ............................................................................................................................. 138 

6.4.1 数値解析方法 ...................................................................................................................................... 138 

6.4.2 板厚ひずみ分布に及ぼす下パッド条件の影響 ............................................................................... 138 

6.4.3 過大 Slp での成形性低下メカニズム ............................................................................................... 140 

6.5 結 言 ......................................................................................................................................................... 147 

参考文献 .......................................................................................................................................................... 148 

第７章 結 論 .............................................................................................................................................. 149 

謝 辞 .............................................................................................................................................................. 154 

本研究に関する発表および講演論文 .......................................................................................................... 155 

本研究に関する特許 ...................................................................................................................................... 156 

 



４ 
 

要 約 

 

1．研究の背景 

地球環境保護および衝突安全性向上の要求の高まりを背景として，軽量高強度化が求められる自動車車体に

は，薄肉高強度鋼板の適用が急速に拡大している．より高強度で薄肉の高強度鋼板を適用する場合，成形工程

では，割れ，しわおよび形状精度不良，衝突時には，部材の変形モードの不安定化や継手強度低下に起因した

接合部の破断などの課題が顕在化する．そのため，これらを解決すべく研究が行われている．高強度鋼板の成

形に関する課題では，特に破断の抑制が重要である．破断は，吉田が提示した“深絞り成形，張出し成形，伸

びフランジ成形および曲げ成形”の 4 つの基本要素に分類される 1)．深絞り，張出しおよび曲げ成形に比較し

て，伸びフランジ成形では，成形性に及ぼす部材形状や材料特性の影響，対策技術および予測方法において明

確にされていない点が多く残されている． 

伸びフランジ成形に関する従来の研究に関して，Table 1 に研究内容を大きく分類し，以下に総括する． 

伸びフランジ成形は主に，軸対称形状である穴広げ成形 2),3)（Fig.1（a））と非軸対称形状であるフランジア

ップ成形 4),5)（Fig.1（b），（c））に分類される．伸びフランジ成形性に及ぼす形状因子および材料特性の影響で

は，穴広げ成形性に及ぼす各種形状因子や材料特性の影響について多くの研究成果 6)～9)が得られている一方で，

フランジアップ成形性に及ぼす形状因子や材料特性の影響に関する研究は，鞍型部フランジアップ成形 5)を対

象とした研究事例がいくつか見られる程度である 10)．特に，成形難易度が高く，自動車車体構造に重要な部材

端部のフランジアップ成形４)（Fig.1（b））については研究が行われていない． 

伸びフランジ成形性に及ぼす打抜き加工条件および金属組織の影響では，穴広げ成形性に及ぼす穴抜き加工

条件の影響が詳細に調査され，加工硬化，バリ，マイクロボイドや破断面の粗さ等の穴抜き端面品質の影響を

介して，穴広げ成形性が変化することが報告されている 8),11)．一方，外形抜きと穴抜きで端面品質に及ぼす打

抜き条件の影響が異なると考えられるものの，フランジアップ成形性に及ぼす外形抜き条件の影響が詳細に調

査，分析された研究事例が無い． 

 

Table 1 Past studies in stretch-flange forming and target in this study 

 

Stretch flanging type 
Hole  

expansion 

Flange-up forming 

Flange for welding  

in longitudinal edge 
Flange in saddle-shape part 

Effect of material properties ○✝ －✝ △✝ 

Effect of product shape ○ － △ 

Effect of sheering ○ － △ 

Forming methods for  

improving formability 
△ － △ 

Formability prediction △ － － 

Note ✝：○=A lot of researches exist，△=A few researches exist，－=Few researches exist. 
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（a）Hole expansion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）Flange-up forming in longitudinal edge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（c）Flange-up forming in saddle-shape part 
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Fig. 1 Representative stretch flange forming 
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 伸びフランジ成形性の向上方法では，伸びフランジ端面品質に着目した研究は，穴抜き端面を対象とした研

究が数多くなされており有効な手段も提案されている 12)～14) 一方で，フランジアップ成形に適用される外形抜

きの端面品質向上に着目した研究は見られない．また高造形な伸びフランジ成形手法に着目した研究は全般に

事例が少ない．しかしながら，上述のように穴広げ成形性に及ぼす金型形状の影響を検討した研究事例では，

穴広げ成形性の向上につながる結果も示され，穴広げ成形性の向上方法については一定の研究成果が得られて

いる 15)．一方，高造形なフランジアップ成形技術に関する研究事例は，鞍型部のフランジアップ成形でいくつ

か事例が見られる程度である 16)． 

伸びフランジ成形限界の予測に関連する研究では，近年，伸びフランジ破断に影響を及ぼすと考えられてい

る端部の変形勾配の影響を考慮した手法も検討されている 17)．しかしながら，穴抜きを対象とした穴広げ成形

性の予測にとどまっており，また予測に用いる変形限界ひずみは，破断時における穴広げ率から算出した穴縁

の平均伸びひずみであり，穴径等の形状因子，異方性等の材料特性や板厚くびれ線の数密度等の影響を受けて

変化すると考えられる．また実成形における成形限界である板厚くびれの発生を予測するものではない． 

 

 

2．本研究の目的 

本研究では，自動車車体の軽量化および高剛性化に必要となる車体部品の高強度薄肉化および部品接合部フ

ランジの連続化において課題となる，高強度難加工板材の非軸対称形状部の伸びフランジ成形（フランジアッ

プ成形）の加工技術を体系化することを目的とする．すなわち，フランジアップ成形時の伸びフランジ成形性

（フランジアップ成形性）に及ぼす製品形状，各種材料特性，成形工法およびフランジアップ成形前の素板（ブ

ランク）の端面加工方法の影響について詳細に調査し，フランジアップ成形性の普遍的な支配因子を明らかに

することを目的としている．フランジアップ成形の成形実験および有限要素法（FEM）による数値解析の両面

から，フランジアップ成形性と各種形状因子，材料特性，工法に関する基礎的な研究を行う．以下に，本研究

の目的の詳細を示す． 

(１) 材料特性，製品形状や成形工法などを変化させた条件で，フランジアップ成形の実験および数値解析を行

うことで，材料特性，幾何学形状および成形中の素材変形挙動などの因子が，フランジアップ成形性に及

ぼす影響について明らかにする． 

(２) 材料特性，フランジアップ成形に供するブランクの端面加工条件を種々変化させた条件で，フランジアッ

プ成形性の評価を行うことで，材料特性および端面加工方法，条件などの因子が，フランジアップ成形性

に及ぼす影響について明らかにする． 

(３) 上記でも行った成形実験および数値解析の結果から，フランジアップ成形限界に及ぼす変形勾配および端

面加工方法の影響を明らかにすることで，フランジアップ成形性予測技術を提案する． 

(４) 上記で明らかとなるフランジアップ成形性支配因子を適正に制御することで，難加工板材のフランジアッ

プ成形を実現する成形技術およびブランク端面加工技術を確立する． 

以上の研究目的を達成し，フランジアップ成形性の普遍的な支配因子を明らかにすることで，従来にない高

強度薄肉材のフランジアップ成形を実現可能にし，自動車車体部品の高強度薄肉化による自動車車体の軽量化

および衝突安全性の向上に貢献する． 
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3．本論文の内容 

本論文の第 1 章は序論，第 2 章から第 6 章は，高強度鋼板の伸びフランジ成形を伴うフランジアップ成形の

加工技術に関する内容である．第 7 章は結論である．各章の概要は以下のとおりである． 

 

第 1 章では，まず自動車を取り巻く環境の歴史と現状について述べ，自動車車体への適用が拡大しており，

本研究が対象とするフランジアップ成形部材の対象である高強度鋼板の開発の状況と，その適用拡大に必要と

なっている利用技術課題とそれらに対する取組みについて論じた．つぎに，それらの中でも重要な課題の一つ

であるプレス加工技術のうち，最も難しいとされている伸びフランジ成形技術に対する取組みを，穴広げ成形

とフランジアップ成形に分けて論じた上で，本研究の着眼点と目的について述べた． 

 

第 2 章では，車体機能にとって重要であり，加工技術面で難易度の高い端部フランジアップ成形を難加工高

強度板材においても実現することを目的として，まずは主に数値解析を用いてハット形状部材の稜線近傍にお

ける端部フランジのフランジアップ成形性に及ぼす製品形状および材料特性の影響を明らかにすることを試

みた．なお，フランジアップ後に断面を形成する従来工法では，端部フランジのコーナー部にスポット溶接が

打てるだけの高いフランジが，素材の面外変形によって加工できなかったため，新たに考案した曲げ工法をこ

こでは適用している．その結果，本フランジアップ成形では，稜線の曲率半径 Rpやフランジ高さ H の製品形

状因子，および材料の加工硬化特性である降伏応力に対する塑性接線勾配の比 H’/ YP や r 値の影響が大きい

ことがわかった．さらに，H が高く，Rpが小さい場合，成形中に根元の素材断面が尖ることで成形性低下が助

長されることを見出した．以上から，フランジが連続した難加工板材のフランジアップ成形品を得るためには，

Rpを適度に大きくし，根元素材の尖りを抑制することが不可欠であることが判明した． 

 

第 3 章では，第 2 章と同じ端部フランジアップ成形を対象として，フランジアップ成形性に影響を及ぼすと

判明した成形時の根元ブランクの曲げ挙動に着目し，フランジアップ成形性に及ぼす製品形状（製品半幅Ｗ/2

および製品壁角度 θW）の影響の明確化と，異なる 2 種類の曲げ成形工法によるフランジアップ成形性の比較

を試みた． 

その結果，製品形状による伸びフランジ率への影響に加え，先端の板厚減少では成形中のフランジ根元の素

材曲げ曲率 1/Rmが，根元の板厚増加では成形中の天板部の素材余り Wbが支配的であることがわかった．以上

より，1/Rmを小さくし，成形中の 1/Rmの変化を抑止し，かつ Wbを小さくすることで，割れ要因となる先端の

ひずみ集中と根元のしわを抑制することが可能になることがわかった． 

以上の第 2 章および 3 章から得られた知見により，フランジアップ成形における先端の破断や根元のしわが

抑制された良好な製品を得るための形状要件，工法要件が明らかになった． 

 

第 4 章では，フランジアップ成形の前工程である外形抜き工程に着目し，フランジアップ成形性を向上させ

る指針について調査した．すなわち，外形部の素材端面品質の観点からフランジアップ成形性に及ぼす外形抜

き条件の影響について調査，分析した． 

その結果，外形抜きでは，特に難加工高強度板材の場合，打抜きクリアランスの板厚比 CL/t が大きい条件

で，素材倒れ込みに起因して過大バリが生じやすく，フランジアップ成形性が低下することを初めて明らかに

した．また過大バリは，極限変形能が低い高強度材ほど生じやすく，抜き線に関しては，凹凸の抜き線形状で

切断長 l が長い場合は生じにくく，抜き線が直線の場合は切断長 l に依らず生じやすいことがわかった．さら
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に，素材倒れ込みを低減する外形抜き金型構造により，CL/t が大きい条件でも過大バリを抑制することで，良

好なフランジアップ成形性が実現可能であることを明らかにした． 

 

第 5 章では，いくつかの代表的な伸びフランジ成形を対象として，成形の前工程である外形抜き（フランジ

アップ成形の前工程）と穴抜き加工（穴広げ成形の前工程）を明確に区別した上で，一般に成形限界とされる

板厚くびれあるいは端面貫通亀裂のいずれかの発生と定義した伸びフランジ成形限界を体系的に調査した．ま

た成形限界と，成形限界の支配因子とされる変形勾配およびブランク端面品質の関係を評価することで，外形

抜きと穴抜きの伸びフランジ成形性の差異を分析した． 

その結果，打抜き端面では，同等のひずみ勾配の条件において，穴広げ成形の成形限界板厚ひずみ| εt | maxが

フランジアップ成形に比べて顕著に低いこと，一方，穴広げ成形，フランジアップ成形を区別したそれぞれの

成形様式では，いずれもひずみ勾配が大きいほど，| εt | maxが増大する傾向を示すことが明らかになった．前者

の要因は，穴抜きの端面品質が外形抜きに比べて顕著に劣るためであり，これは抜き線の曲率半径が小さいほ

ど顕著であることがわかった．さらに，過大なバリを抑制した条件では，フランジアップ成形性は CL/t によ

る変化が小さいことがわかったため，フランジアップ成形性予測は，| εt | maxとひずみ勾配の関係から求められ

る限界の| εt | maxを判定値とすることで可能となると考察した． 

 

第 6 章では，高強度難加工板材である 980MPa 級の超高強度鋼板を用いて，実成形で想定される外形抜き条

件で，端部フランジアップ成形を実現する加工技術を検討した．第 2，3 章での検討の中で得られた難加工板

材の成形性向上のための知見を活用し，素材を下面から適度に持ち上げる金型構造を用いた根元素材の曲げ挙

動制御によるひずみ分散の観点から，新たなフランジアップ成形性向上手法を考案（考案工法）した．さらに

第 5 章での検討結果から得られた外形抜きでの成形限界を超えない成形を実現するため，考案工法の有効性お

よび最適条件の検討を行った．その結果，考案工法がフランジアップ成形性を改善し，さらに最適な下パッド

ストローク Slp が存在することを，実験および数値解析によって明らかにした．さらに考案工法がフランジ先

端部の板厚減少を抑制し，打抜き加工条件でもフランジ高さ H＝15 ㎜のフランジアップ成形が可能となること

を成形実験により実証した． 

 

第 7 章は結論で，本研究を総括し，さらに本研究の今後の展開について述べた．この中で，本論文で確立し

た加工技術の代表的な適用例は，部材端部の稜線部フランジの加工であるが，その他にも適用可能例はいくつ

もあることを述べた．以下にその一例を挙げる．第 3 章および第 6 章において，フランジ根元の稜線部近傍の

ブランク曲げ挙動を制御することで，フランジアップ成形性の向上が可能となることを述べた．このようなブ

ランク曲げ挙動制御による成形性向上という観点は，他の加工対象へも適用可能な有効な技術である．例えば，

超高強度鋼板などの難加工材料を用いて，複雑形状の中に小さな曲率半径の曲げ部を有する部位を加工する場

合，加工途中で極端に小さな曲げ半径でブランクが曲げられてしまうことで，割れが生じてしまうことが懸念

される．このような場合には，本論文で示したようなブランクの曲げ挙動が制御可能な金型構造を適用するこ

とで，曲げ割れが抑制可能となる． 

 

以上，本研究では，高強度鋼板の伸びフランジ成形を伴うフランジアップ成形の加工技術を完成させた．本

加工技術は自動車車体の薄肉高強度材の種々の伸びフランジ成形部位への適用が期待される．とりわけ，高強

度鋼板で部材端部のフランジが切り欠かれることなく連続化されていることで，剛性および衝突特性に優れた
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高機能構造部材の加工が可能となった．これらは，自動車の性能向上と省エネルギーおよび省資源化に大きく

貢献するものである． 

 

 

参考文献 

1) 吉田清太：“薄板のプレス成形の塑性学的成形域区分と成形性試験”，理化学研究所報告，35-3（1959），

pp199-213． 

2) 日本鉄鋼連盟規格，穴拡げ試験方法 JFST1001，(1996)． 

3) ISO，Method of hole expanding test ISO 16630，(2009)． 

4) 樋渡俊二・佐久間康治：自動車技術会学術講演会前刷集，（2000），No.53-00，文献 No20005112． 

5) プレス加工データブック編集委員会編：プレス加工データブック，（1980），pp152，日刊工業新聞社． 

6) 吉田清太：“底孔がある円筒の成形における底孔の拡がり限”，科学研究所報告，34-2（1958），pp103-117． 

7) 山田嘉昭：“二，三の成形性試験における応力とひずみのこうばいについて”，塑性と加工，4-24(1963)，

pp885-896． 

8) 中川威雄，吉田清太：“打抜きの伸びフランジ変形限”，理化学研究所報告，44-3（1968），pp150-162．  

9) 伊藤泰弘，中澤嘉明：“高強度鋼板の円筒穴広げ成形における破断挙動に及ぼす初期穴径の影響”，塑性

と加工，50-586（2009），pp1039-1043． 

10) 永井康友：“不均等伸びフランジ変形の解析”，塑性と加工，24-266（1983），pp247-253． 

11) 伊藤泰弘，中澤嘉明：“円筒穴広げ成形における破断挙動に及ぼす初期穴加工条件の影響”，塑性と加

工，51-598（2010），pp1063-1067． 

12) 岩谷二郎，岡野洋一郎，上野行一：“2 回打抜きによる薄鋼板の伸びフランジ性向上”，神戸製鋼技報，47-2

（1997），pp33-37． 

13) 高橋雄三，堀岡聡，河野治，小原昌弘，潮田浩作：“突起付きパンチを用いた張力下の打抜きによる高強

度鋼板の打抜き穴広げ性の改善”，塑性と加工，53-617（2012），pp569-573． 

14) 松野崇，水村正昭，瀬戸厚司，末廣正芳：“穴抜きダイ刃先面取りによる穴広げ率の向上”，塑性と加工，

54-627（2013），pp353-357． 

15) 中川威雄，V.Cupka，高野豊晴，町田輝史：“圧縮付加によるせん断縁の伸び変形能の改善”，塑性と加工，

16-178（1975），pp1081-1088． 

16) Abe，Y.，Mori，K. & Norita，K.：“Gradually contacting punch for improving stretch flangeability of ultra-highstrength 

steel sheets”，CIRP Ann.，62（2013），pp263-266． 

17) 飯塚栄治，卜部正樹，山﨑雄司，稲積透：“薄鋼板の伸びフランジ変形限界に及ぼすひずみ勾配の影響”，

塑性と加工，51-594（2010），pp700-705． 

 

 



１０ 
 

本研究に関する論文 

 

「査読のある学術雑誌論文」 

1) 西村隆一，中澤嘉明：“部材端部のフランジアップ成形性に及ぼす稜線曲率半径および引張特性の影響”，

塑性と加工，57-660（2016），pp28-33． 

2) 西村隆一，中澤嘉明：“部材端部のフランジアップ成形の伸びフランジ成形性に及ぼす製品形状と工法の

影響”，塑性と加工，57-660（2016），pp34-40． 

3) 西村隆一，伊藤泰弘，中田匡浩，中澤嘉明：“フランジアップ成形性に及ぼす打抜き端面品質の影響”，塑

性と加工，57-670（2016），pp1062-1069． 

4) 西村隆一，伊藤泰弘，中澤嘉明，浜孝之，宅田裕彦：“伸びフランジ成形限界に及ぼす変形勾配および端

面加工の影響”，塑性と加工，査読中． 

5) 西村隆一，中澤嘉明，浜孝之，宅田裕彦：“曲げ挙動制御によるフランジアップ成形性の向上”，塑性と加

工，58-675（2017），pp304-310． 

 

「講演論文」 

1) 西村隆一，中澤嘉明：“フランジアップ成形性に及ぼす形状および工法の影響”，平成 28 年度塑性加工春

季講演会（2016），pp45-46． 

2) 西村隆一，伊藤泰弘，中澤嘉明：“フランジアップ成形性に及ぼす外形打抜き条件の影響”，第 65 回塑性

加工連合講演会講演論文集（2014），pp367-368． 

 

 

本研究に関する特許 

 

1) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，大塚研一郎，中澤嘉明，増尾佳彦，鈴木利哉，池田善行：プレス成形体

の製造方法および製造装置，特許第 5569661（国際公開番号 WO2013/191256） 

2) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，中澤嘉明，大塚研一郎：プレス成形部材の製造方法及び製造装置，特許

第 5958644（国際公開番号 WO2014/148618） 

3) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，大塚研一郎，伊藤泰弘，中澤嘉明：高張力鋼板製の車体用構造部材およ

び溶接構造体，特開 2015-074354 

4) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，大塚研一郎，伊藤泰弘，中澤嘉明：自動車用構造部材，国際公開番号

WO2015/053125 

5) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，大塚研一郎，伊藤泰弘，中澤嘉明：クラッシュボックスおよびその製造

方法，国際公開番号 WO2015/053075 

6) 新日鐵住金株式会社，西村隆一，伊藤泰弘，中澤嘉明：切断加工装置及び切断加工方法，国際公開番号

WO2016/125730 

7) 新日鐵住金株式会社，大塚研一郎，西村隆一，中澤嘉明：自動車車体，特許第 5598632（国際公開番号

WO2013/154114） 



１１ 
 

8) 新日鐵住金株式会社，伊藤泰弘，西村隆一，大塚研一郎，中澤嘉明：自動車車体用構造部材の製造方法及

びプレス成形装置，特許第 6032373 

9) 新日鐵住金株式会社，大塚研一郎，中澤嘉明，西村隆一，伊藤泰弘：プレス成形体の製造方法およびプレ

ス成形装置，特許第 6032374 

10) 新日鐵住金株式会社，大塚研一郎，中澤嘉明，西村隆一，伊藤泰弘：構造部材，国際公開番号 WO2016/104078 

 

以上 




