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Software for Reliable Wear Assessment

®

プレス成形シミュレーション設定と結果評価のソフトウェア

► 迅速で正確な工程設定

► 工程のフィージビリティを迅速に検証

► 簡単で迅速な不具合の特定と解釈

► 工程全体の分析的改善およびロバスト性確認

► 企業標準の効率的な適用

► サーフェスの不具合を簡単に可視化
 –デジタル・ス トーニング
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効率的な工程シミュレーション設定と結果評価

⼯程設計者はAutoForm-Explorerを使って、CADまたはAutoForm-DieDesignerで作成した各ステーションの⾦型形状を定義する
ことで、製造⼯程を迅速かつ容易に設定できます。AutoForm-Explorerでは、定義された企業基準に基づいて作成されるカラー・
マップを使って、結果を評価できます。

AutoForm-Explorerとそのワークフローに基づく直感的な
ユーザー・インターフェースのコンセプトによって、工程シ
ミュレーションを効率的に設定できます。この新しいインター
フェースで、関連するすべての工程パラメータや金型形状
を定義できるため、エンジニアリングのワークフローを、す
べて矛盾なくシミュレーション・データにマッピングできます。

AutoForm-Explorerでは、結果の解釈も迅速かつ簡単に実
行できます。セミオートマチックな不具合特定機能によって、
プレス成形の不具合およびそのタイプや発生場所を迅速に
特定できます。注意の必要な領域は自動的に特定されるた
め、誤った解釈や見落としを防げます。特定された不具合
の状態は追従可能で、さらには同期されたマルチデザイ
ン・ビューでの比較も容易です。

一般的なトライアル・アンド・エラー方式とは逆に、
AutoForm-Sigmaソルバーの計算に基づいて工程パラメー
タを分析的に変更することで、すべての不具合を修正でき
ます。

さらには流入評価にて、オリジナルのブランクの境界カーブ
と流入部の境界カーブの間の距離を計測することで、材料

利用を最適化することが可能です。

プレス成形工程はサーフェスの外観に
影響を与え、それはサーフェス品質に

依存します。AutoForm-Explorerは、デジタ
ル・ストーニングによって、サーフェスの不具合

を簡単に可視化します。これは成形した外板パネ
ル上で、ストーン・ブロックを動かす手法を再現し

ています。

AutoForm-Explorer は、企業標準の適用および管理を
完全サポートします。標準から逸脱した箇所を、ユーザー
は確認でき、また見逃さないため、定義された基準や標準
に沿って作業を進行できます。
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不具合検出および分析的なソリューション

デジタル・ストーニング
サーフェス不具合の容易な可視化
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