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► 超高強度鋼の熱間プレス成形およびクエンチング
 工程の迅速で正確なシミュレーション 

► 最低限の公差で複雑な形状のプレス成形部品 

► 局部的な強度特性を満たしたプレス成形部品 

► 衝突解析の精度および衝突性能の向上

熱間プレス成形⼯程シミュレーション�のソフトウェア



AutoForm-ThermoSolver supports direct and indirect hot forming, 

which are both followed by the quenching process. 

H-10

D-20

D-20

K-30

K-30

20° C

844° C

K-30

D-20

end of 
quenching

cooling

thermal 
distortion

20° C

Fe
at

u
re

s 
&

 B
en

ef
it
s

w
w

w
.a

u
to

fo
rm

.c
o

m

Publication PC-3-JP

高強度鋼を使用した複雑な形状のプレス成形部品を最低限のスプリングバックで作成

することも可能です。AutoForm-PhaseChange Plug-Inの解
析結果に基づき、熱間プレス成形部品の現実的な強度分
布を考慮することで、衝突解析の精度が向上します。

AutoForm-PhaseChange Plug-Inを利用することで、自動車
メーカーとサプライヤは、新型車に必要なAピラーとBピラー、
トンネル、フロントとリアのバンパー・ビーム、サイド・レイ
ル・メンバー、ドア・ビーム、またはルーフ・レールなど、熱間
プレス成形部品の工程を確実に設計することができます。

AutoForm-PhaseChange�Plug-Inを使って、超⾼強度鋼の熱間プレス成形⼯程を現実的にシミュレーションできます。⾃動⾞業界に
おいて衝突安全レベルの向上と軽量化の要件を満たすために、熱間プレス成形⼯程は⾮常に重要です。
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AutoForm-PhaseChange Plug-Inは、直接および間接熱間
プレス成形、およびそれらに続くクエンチングおよび冷却工
程をサポートします。この革新的なソフトウェアは、クエンチ
ングと冷却後の熱変形の間の相変態を考慮します。さらに、
AutoForm-PhaseChange Plug Inを使って、板厚分布、ひず
み-応力分布、材料硬化などの最終部品特性の計算、さら
に、オーステナイト、フェライト、パーライト、ベイナイトおよ
びマルテンサイトなどの異なる材料フェーズの分布および
割合を計算できます。

AutoForm-PhaseChange Plug-Inを使って、熱間プレス成形
部品に対する相変態の影響と、その機械特性の効率的な
制御について、より深い理解が得られます。またテーラー
ド・テンパリング工程のシミュレーションを行うことで、目標と
する局部強度特性を備えたプレス部品をエンジニアリング
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Direct hot forming

直接熱間プレス成形 AutoForm-PhaseChange�Plug-In�
は直接/間接熱間プレス成形を

サポート

間接熱間プレス成形
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