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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年 ３月３１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  首都大学東京・大学院理工学研究科  

（ふりがな）         まなべ  けんいち 

職・氏 名   教授・真鍋 健一      
 
1. 事 業 名 相手国（ ロシア  ）との共同研究  振興会対応機関（  RFBR     ） 

2. 研 究 課 題 名 自由表面あれ進展の理論とそのマイクロシートハイドロフォーミングへの応用 

3. 全 採 用 期 間 

平成  ２６年  ４ 月  １  日 ～ 平成  ２８ 年  ３ 月  ３１日 （ ２ 年     ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  4,750,000円 

初年度経費  2,500,000円、 ２年度経費  2,250,000円、 ３年度経費     円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額      円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

楊 明 
古島 剛 
清水 徹英 
佐藤 英樹 
眞野 峻行 
廣瀬 雄太郎 
中森 友将 

首都大学東京・教授 
首都大学東京・助教 
首都大学東京・助教 
首都大学東京・博士後期院生 
首都大学東京・博士前期院生 
首都大学東京・博士前期院生 
首都大学東京・博士前期院生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  ロシア科学アカデミー・研究教授・ ALEXANDROV Sergey Evgenievich   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Elena Lyamina 
 
Olga Novojilova 
 
Natalia Kalenova 
 
Alexander Pirumov 
 
Olga Chesnikova 

Institute for Problems in Mechanics of Russian Academy of 
Sciences / Research Associate 
Bauman Moscow State Technical University /Asssociate 
Professor 
Moscow State University of Aviation of 
Technology/Associate Professor 
Moscow State Univ. of Insti. –Budg. And Comut. Sci./Head 
of Department 
Moscow State Univ. of Insti. –Budg. And Comut. Sci./ 
Engineer 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

本研究では、表面あれ進展挙動を表現可能な材料の不均質性モデルの物理的意味を解明するための理論を

構築し、それらを FEM 解析に導入することによって、液圧を付加した場合を含めた実際の金型との接触・非

接触を伴うマイクロ塑性加工を対象にした表面あれ進展挙動を高精度に予測可能な解析システムを開発する

ことを目的とし、その応用としてこれまで以上の高い加工度で複雑な形状部品にも適用できる革新的マイク

ロシートハイドロフォーミングの開発することを目指している。  

 本研究では、液圧付加の効果を考慮できる高精度な表面あれ進展予測モデルの構築を目標に掲げ、主な

研究内容として以下の 2 点に着目する。 

(1) 従来研究で提案した“材料の不均質性”の物理的な意味と液圧付加の効果を、マイクロメカニクス

やマクロとミクロを結び付けるマルチスケール解析などの理論的なアプローチを通じて解明する。 

(2) 上記(1)の結果をもとに、さらに高精度な表面あれ進展挙動を予測可能な FEM 解析モデルを構築す

る。 

対象とする金型との接触・非接触が伴う現実的なマイクロ塑性加工法として、金型との接触の頻度によっ

て接触しないダイレス以外の加工法を①マイクロ深絞り加工（金型との接触頻度大）、②マイクロシートハイ

ドロフォーミング（半分金型との接触・半分接触なし）に分類し、表面あれ進展挙動の解析モデルの適用範

囲や応用性について体系的な検討を行う。これらの結果を踏まえ、マイクロ塑性加工に広く応用可能な、よ

り高精度かつ信頼性に富んだ表面あれ進展挙動の予測モデルを構築する。 

（１）材料の不均質性の物理的な意味の解明と液圧作用の効果の理論解釈 

結晶塑性 FEM 等を用いての明確な成果が得られるまで進捗できなかったが、実験的な現象論的な解明を試

みた。そのために金属箔を用いて表面あれ進展現象と材料学的因子との関係を実験的に明らかにすることを

目的に行った。変形に伴う結晶方位の変化や厚さ方向の結晶粒の数、他の因子との関係などからそれらが表

面あれ進展現象に関与している実験事実を掴むことができた(ロ、口頭発表(24))。また、液圧負荷の効果に関

しては材料によって表面あれ進展に影響を及ぼさない場合と影響のある可能性があることを、テフロンシー

トを用いて面圧を負荷した場合の実験結果から明らかにした。このように実験事実の収集を進めることはで

きた。理論的解釈ができるまでの信頼できる普遍的な実験データの蓄積には至らなかった。 

（２）マイクロ塑性加工実験の実施と液圧を利用した革新的マイクロシートハイドロフォーミングの開発 

１）マイクロ深絞り加工（金型との接触頻度大） 

これまで実績のある表面あれ進展に着目して、材料の不均質性を考慮した有限要素(FE)モデルをマイクロ

深絞りに適用し、金属箔材のメゾトライボ挙動およびしごき変形も含むマイクロ深絞り性に及ぼす材料の不

均質性の影響に関して検討を行った。その結果、材料不均質性を考慮したほうがマイクロ深絞り性に影響が

表れることを FE 解析結果から明らかにできた。表面あれ進展がマイクロトライボロジーに影響を及ぼし、材

料不均質モデルでは強度の高い結晶粒は工具との接触面圧が対応して高くなる。その結果、摺動摩擦抵抗が

増加し、表面凹凸のアスペリティも変化することも示すことができた。結晶粒の大きさも同様にマイクロ深

絞り性に影響を及ぼすことから、材料不均質性を考慮することの重要性を指摘することができた。 

以上の予測結果を検証するために、金型との接触のあるマイクロ深絞り実験を行い、FEM 結果との比較検

討した結果、実験結果とよい一致をみることができた。 

２）液圧によるマイクロシートハイドロ加工（半分金型との接触・半分接触なし） 

新たな装置を用いて革新性の高い新マイクロシートハイドロ成形法(MHDD)開発を目指して、マイクロ超

深絞り法に関する実験を行った。その中で、新たな超深絞りプロセスとして、再絞り法を応用し、超高圧の



                                       

 - 3 - 

液圧とプレスモーション制御との逐次制御によるマイクロ超深絞り(MUDD)法の基本成形原理を開発した

（ロ、口頭発表(10,12,14,21)）。従来では再絞りを用いた直径 0.5mm で細長比(カップ高さ/直径)が約 1.1 のマ

イクロカップが限界であり、それ以上の細長比を有するマイクロカップの報告は見当たらなかった。本研究

で今回の検討で、実験的検証にはまだ至っていないが、マイクロ深絞りにおける材料のフランジ流動と第二

パンチ肩部の摩擦保持効果によって、材料への荷重負担を低減でき、従来の成形法を超える細長比 7.9，総絞

り比 3.8 のカップを成形できることを FE 解析で確認した。最適成形条件に関しては FEM で明らかにするこ

とができた。実験による検証はまだ十分に行えていない段階である。ステップ形状のものでは深い絞り品は

成形できているが、0.5mm 径の細い部分の高さは 1.0 ほどの高さが成形できる段階である。実験的に克服し

なければならない課題が明らかになった。 

液圧が負荷する面での表面あれ現象に関しては、材料により面圧の影響はほとんど影響がないものと、影

響がみられる可能性のあるものがあることの実験事実を得た。表面あれ進展挙動の抑制に効果が表れる負荷

する超高圧とそれに及ぼす材料因子を解き明かすことまで至らなかった。 

表面あれ進展挙動と破壊現象との関連性については、表面あれ進展によって破壊に至る実験事実を明らかに

することができた。また、実験数や再現性の面から断定はできないが、破壊条件として考えられる評価指標

を提案することができた（ロ.口頭発表(24))。 

 以上のとおり、口頭発表段階の研究成果が多く、まだまだ論文としてまとめるまでには至っていないが、確

実にまとめるだけのデータが収集できており、今後整理まとめて世界的に評価の高いジャーナルに論文はで

きる準備段階に入ることができた。それらによって、マイクロ塑性加工に広く応用可能な、液圧を負荷する

場合の表面あれ進展挙動を高精度に予測可能な解析システムの開発の準備を整えることができたといえる。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

真鍋 健一・首都大学東京 2014年 7月 14日-7月 17日 ロシア科学アカデミー・ロシア 

古島 剛・首都大学東京 2014年 7月 14日-7月 16日 

2014年 9月 2日-9 月 5日 

ロシア科学アカデミー・ロシア 
国立中山大学・台湾（AEPA2014） 

佐藤 英樹・首都大学東京 2014年 7月 14日-7月 17日 

2014年 8月 31日-9月 6日 

2014年 11月 9日-11月 13日 

ロシア科学アカデミー・ロシア 
国立中山大学・台湾（AEPA2014） 
Howard International House・台湾
（AWMFT2014） 

近藤 大輝・首都大学東京 2014年 11月 9日-11月 13日 
Howard International House・台湾
（AWMFT2014） 

真鍋 健一・首都大学東京 2015年 8月 1日～8月 5日 ロシア科学アカデミー・ロシア 

古島 剛・首都大学東京 

 

 

2015 年 7 月 31 日～8 月 3 日

2015年 8月 10日～12 日 

ロシア科学アカデミー・ロシア 
Lombok Raya Hotel ・インドネシ

ア (ASMP2015) 
佐藤 英樹・首都大学東京 2015年 7月 31日～8月 5日 

2015年 8月 5日～8月 10日 

ロシア科学アカデミー・ロシア 
Crowne Plaza Glasgow・イギリス 
(ICNFT2015) 

中森 友将・首都大学東京 2015年 9月 9日～12日 Tang Paradise hotel and Lotus 
hotel・中国（TUBEHYDRO2015） 

計 13 名（延べ人数） 計 60 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Sergey Alexandrov・Russian 
Academy of Sciences(ロシア科学

アカデミー) 

2014 年 10 月 18 日-10 月 27

日 

首都大学東京および名古屋・国際

会議場 

Sergey Alexandrov・Russian 
Academy of Sciences(ロシア科学

アカデミー) 

2015 年 11 月 21 日-11 月 24

日 

首都大学東京 

計 2 名（延べ人数） 計 14 日 


