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技術相談
提供可能技術：

・素形材 生産プロセスシミュレーション全般 (製品品質・エネルギー収支・等)
・金属 素形材プロセス(熱処理・表面処理)の効率化，性能向上
・金属強度 及び 組織の実態評価

研究内容：
<金属熱処理とその前後工程のシミュレーション>
表面に炭素を
しみこませ

温度

高温にして

加熱

浸炭･拡散

輻射
雰囲気ガスの流れ

輻射・ガスと金属の反応
雰囲気ガスの流れ

浸炭温度
(900-1000℃)
急冷(焼入れ)
する
炭素 + 急冷
→ 炭素マルテンサイト
=硬い！

焼入れ
焼入れ冷媒の流れ
沸騰現象
冷媒温度

熱処理炉と中で起きている現象

焼入温度
(800-900℃)

処理時間

油槽内流れ解析

プロセスの組み合わせ，流れ，元の材料の組織etc….

全体品質

3-4hr

金属組織

変形・硬さ・残留応力・組織 etc….

<研究していること>
・金属プロセスシミュレーションの実用化，精度向上に関する研究
・金属部品の強度・性能向上に関する研究(形状精度向上・分散強化・窒化等)
・生産性向上に関する研究(熱プロセスのエネルギー収支)
・工程間交互作用

<要素研究>
・非定常沸騰の流体解析，フェーズフィールド法による
組織形成，伝熱解析・測定に関する研究も行っています．

沸騰状態の実測例

提供可能な設備・機器：
名称・型番（メーカー）
シミュレーション

実験装置

・流体解析(沸騰する流れ，乱流) ： OpenFOAM

・焼入れ装置(加熱炉，油槽)

・材料プロセスシミュレーション(SFTC DEFORM Ver 12.0)

・熱物性測定器(データレコーダ，サーモビューワ)

・Solid Works(機構解析，FEM)

・金属解析装置(金属顕微鏡等)，硬さ計等
・SEM
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Technical

・Production process simulation, Optimize quality, less energy consumption
・High performance metal process and parts

Support Skills
Research Contents

<Simulation of metal heat treatment and its pre-processing and post-processing>

Heating

Temperature

High
Temperature

Carburizing

Radiation
Gas Flow

Radiation・Gas Reaction
Gas Flow

Carburizing
(900-1000℃)

Quenching
Flow of Quenchan
Boiling

The phenomenon in process

Diffuse
Carbon

Quench(Rapid Cooling)
Carbon & Rapid cooliong
→ Carbon Martensite
=Hard！

Process time

CFD in the
quenching bus

Combinasion of process ，Gas/Quenchant Flow
Metal state before process

Quenching
Temperature
(800-900℃)

Deformation

3-4hr

Metallography

Deformation, Hardness
Material Properties

<Research>

・Accuracy and its improvement of process simulation
・Research on strength and performance improvement of metal parts
・Research on productivity improvement (energy consumption of thermal process)
・Interaction between processes

<Element ally research>
・Computational fluid dynamics for unsteady boiling, phase field method
・Heat transfer analysis and measurement.

Available Facilities and Equipment
<Numerical Simulation>

<Testing Tools>

*Computer Fluid Dynamics (Boiling etc):OpenFOAM

・Quenching Test Machine

*Material Process Simulation (SFTC DEFORM Ver.12.0)

・Heat Properties Measurement Machine

*Solid Works (Mechanical Analysis, FEM)

・Metal Phase Analysis
・Scanning Electron Microscope

