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IC士pと通称されるこの会議は、塑性加工に関する最も大規模な会議で、3年に1回

開催されてきた。第1回の会議は1984年に日本塑性加工学会の主催により東京で開か

れたが、その後、ドイツ・シュツットガルト、京都、北京、米国・コロンバスに引き継が

れ、今回のドイツ・ニュールンベルクの会議が6回目になる。また、この会議中に第7回

の会読は2002年に東京／横浜地区で開催されることが発表された。

会話の晩餐会で、第1回会議の組織委員長の工藤博士から、一連の会議の各種統計につ

いての話があった。それによると、今回の参加者数が今までで一番多く－600名近く（2

番目が京都で約500人）であった。そのうち企業からの参加が200名以上あり、この

会議への産業界の関心が高まっていることが伺える。参加国は34にのぼり、日本からの

参加者は160名で、ドイツの173名に次いで多い数であった。その他は中国36、フ

ランス19，英国16、米国15、フィンランド工2、ポーランド12などであった。

本会議の発表論文は376件であったが、そのうち鍛造関係の論文が100以上を占め

ており、世界的に鍛造の研究が非常に盛んであることがわかる。もっとも、今回の主催者

のエルラングン大学のガイガ一教授が国際冷間鍛造グル」プの前主査であったことが鍛造

関係の論文が多かったことに寄与しているのかも知れない。

前回のコロンバスの会議から、ICTPの会萬中に日本塑性加工学会の「国際精密鍛造

学術賞」の授与式が行われており、前回は工藤博士と米国のアルタン博士が受賞した。今

回はイギリスのビュー博士（耳．Ll．D．Pugh）とドイツのランゲ博士CK．Lange）に同賞が授与

されたが、二人とも冷間鍛造の学問的研究の草分け的な存在と知られている。ピュ⊥博士

は1950～70年代に英国の国立工学研究所（NEL）において冷間鍛造、静水圧押出

しについて多くの基礎データを発表するとともに、国際冷間鍛造グループ（ICFG）の

設立に尽力し、その初代議長として活躍した。ラング博士は1960年代からシュツット

ガルト大学教授として冷間、熱間鍛造の幅広い研究を布い、ドイツの塑性加工研究を率い

るとともに、ICFGの叢長、国際生産加工学会（CIRP）の会長などを歴任した。
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日本塑性加工学会

国際精密鍛造学術賞

の授与式

右：木内会長

左：近藤選考委員長

ランゲ博士の挨拶

ビュー博士の挨拶

（写真提供：

（株）ニチダィ。吉村豹治氏）



塑性加工一自動車生産におけるキー技術、MetalFonning－AKeyTbclm010gyfbrAutomobile

Production，K・LD・Voe桓inger（Daimi亭rChryslerAG），P．3

自動車用材料としてはアルミ合

金が増加するが、現在の鋳造材主

体から、押出し材、鍛造材などが

多くなる。塑性加工の動向として、

軽量化、開発時間の短縮、モジュ
ール化、個別化．（少量生産）など

である。シミュレーションについ

ては精度向上と工程すべてのシミ

ュレーションの利用、微視的塑性

力学に基づくモデルの改良、CA

D、シミュレーション、VRの連

Alum盲nurn葺nAutomobHes

女御　幹部¢Jdq七丁∝卜ndcα　恕劾

aYe帽gOaluminumCOntentlnca侍

32　　　　　　　　　60　　　　　　　　　85　　　　　　　130　tk9】

1978　　　　　　　19尚　　　　　　　199さ　　　　　　　2008かQaJ

団wroughtaIloys（extTUdedpro触S，Sheetmetal，forgedpa嘲

囲いst釧oy＄

携などが求められる。●

ドイツ塑性加工連合（AGU）の25年一研究開発の駆動力、25YearsGermanMetalForming

Association－DriVingForceofResearchandDevelopment，K・Lange（Germany），P．13

・ドイツ塑性加工連合のメンバー．・

・目的：情報交換、会議開催、資金提供団体との接触、指針の提案、国際協調

塑性加工工程のシミュレーションー応用と将来動向、SimulationofMetalfbrmingProcesses－

ApplicationsandFutur？nends，TAltan，WThomas，ⅤⅤねleeZ，M・Koc（USA），P・23

前方押出しにおける割れ、型応力、クランクシャフトの鍛造例、焼き入れにおけるマルテ

ンサイト率、パルジ成形、切削シミュレーションなど、

冷間鍛造における製品精度向上、ImprovementofProductAccuracyinColdDieForging，

K，Kondo（Japan），P．41

・閉塞鍛造による同時充満・歯車押出し・揺動鍛造・コンテナ駆動閉塞鍛造・フラン

ジを有する中空部品・分流鍛造

ヨーロッパにおけるバルク塑性加工の工業研究の例、Examples onEuropeanIndustrial

ResearChonBulkMetalForming，N・Bhy，TWanheim，B・G・RaⅧ，M・Arento食，P・49

・冷、温、熱間鍛造、半溶融鍛造の開発

・物理的、数値モデリング、材料モデリング、摩擦潤滑モデリング方法などの開発

・材料欠陥、ネットシェイプ、製品轡性、潤滑限界、工具寿命への総合的アプローチ

塑性加工分野における技術融合、TechnologyFusioninMetalFomingField，M．Kiuchi（Japan），

p．85

塑性加工と半溶融成形、鋳造、スプレー加工、ディッビングとの組み合わせによる新しい

加工方牡の可能性について。

葬軸対称熱間鍛造製品のための制約黒板を用いた計算機支援プロセス設計、Computer－Aided

ProcessPlanningfbrNon－aXISymmetriC由ot－fbrgingProductsus1ngaConstrainedBlackboard，

T・Ohashi，M・Motomura（Japan），137
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多段鍛造些亘程とダイス設計を支援する計算機援用㌢ステムの開発、Developmentof

computerIntegratedSystemSupportingDesignofProcessandDiesofMultipleStageForging

Processes，D．Y．Yangetal．Otorea），P・149

△三三三ニラルネットを用いた冷間鍛造品の形状と延性破壊旦王塾、ThePredictionof

GeometricalConBguradonandDuctileFractureusingtheArtiBcialNeuralNetworkfbraCold

ForgedProduct，D・J・Kim，B・M・Kim，匹Ore可，P・155

精密鍛造における将来のプレスの考え方、PressConceptfbrtheFutureinPrecisionForging，

E．Doege，R．Bohnsack（Germany），P・203

・閉塞形の熱間鍛造の採用

ギアによる接触時間の短縮

1ラム駆動型のプレスでの型締めの新しい装置・非円形

センサーシステムによるラム位置などの自動調整

O CyGtetIme＜67％　　　0．65

獲密冷間鍛造のための新しい生産機械による先進技術の集塾、IntegrationofAdvanCe

EngineerlngwithNewProductionMachineryfbrNetS桓peColdForging，K：HWeiss，

R．J．Schilling，J．W．Carper（NationalMachinery），P・211

冷間鍛造フォーマ一についての解説。・シミュレーションの有用性・スライドガイドの

ゼロクリアランス・パンチ側に大きな工具スペースを持って多様な加工を可能にする

ReverseForming・各種のケーススタディ・大型機械について

日本における大型自動鍛造プレスの現状、StateoftheArtandSurveyOfLargeAutomatic

ForgingPressesinJapan，A・Baba，J・Nishikawa，Y・Kawashima（SumitomoHeavyInd・），P・221

鍵準機械の設計における成形解柾些剋担、ImplementationofMetalfbrmingAnalysisinthe

DesignofForgingMachines，F・H・Osman，J・Ferreira（UniversityofBath，UK），P・227

鍍遷機械の変位調整を考慮した総合工具設計システ皐、AnIntegratedTooldesignSystemin

collaborationwiththeDisplacementA句ustmentofForgingMachine，J・－J・Sheu（Taiwan），P・235

微視塑性観象の極小化による冷開墾遣革具の寿命特性と程度進堕壁堕の最適払

optimisationofLifbPerfbrmanCeandNet－ShapeCapabilityofCold－ForgingTooIsthrough
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MinimisationofMicro－PlasticPhenomenon，J・Groenbaek，T・Birker，T．0．Pedersen，Panfbss，

Denma止），p．243

冷間鍛造金型の最適締め付け、OptimalPrestressingofColdForgingDies，Rodic，

Ⅰ・Gresovnik，（Slovenia），M・Haensel，M・Meidert，匹iechtenstein），P．253

連続体損傷力学を用いた局部アプローチによる押出し工具の損傷と破壊の解私Damage

andFractureAnalysisofExtruSionDiesbyLocalApproachwithContinuumDamageMechanics，

K・Hayakawa，T・Nakamura，S．Tanaka（Shizuoka

Univ・，Japan），P．259

成形工具の上の形状を規定されたナノメータ表面構

造の摩耗制御、GontrolledWearasMechahismfbrthe

DesignofGeometriCal1yDe負nedNanOmetricSurface

StruCtureSOnFormingTooIs，K・Steinl10托A．Kapoor

（Univ・Sheffield，UX），N・Guillon（SMSwiss），P．265

表面コーティング技術による冷間鍛造工具の疲労強

度の改善、ImprovedFatigueStrengthofColdForging

TooIsbySurfaceandCoatingTechnologies，Ch・Hinsel，M・Celeghini，U・Engel，M・Geiger

（Gemany），p．271

負琴時に部分的塑性ひずみを受けた塾性加工工具の性能と強度、OnPerfbrmanCeand

StrengtheningTooIsSuqected’toLocalPlasticStrainsunderLoading，A・Kocanda（Poland），P．281

冷間鍛造のシミュレーションにおける近似工具形状使用の可曜性、TheFeasibilityofUsing

ApproximateToolingPromesintheSimulationofColdForging，D．J．Mynors，etal．（Uq，P．291

熱間鍛造におけるプレフォーム工具形状計算機支援設計、ComputerAidedPrefbmingTooI

ShapeDesignHotForging，Ⅰ・Fourment，D・VielledentCFrance），P．297

工具／素材境界の相互作用と金属成形っ

旦整堂、Tool／WorkpieceInterface

InteractionandItsInfluenceonMetal

FormingProcesses，Z．M．Hu，V．

PombeIかpakkul，T．A．Dean（United

Khgdom），p．317

適応型摩擦せん断係数を用いた冷間鍛造

工程の有限要素シミュレ∵ション、FE

SmOOtbdie

ProcessSimulationofColdForging

ProcesseswithAdaptiveFrictionFactors，A・Behrens，H．Scha蝕all（Germany），P．323
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摩擦と摩耗の力学モデル、MechanicalModellingofFrictionandWear，H・Glaser，H・Wulf

（Gema叩），p・329

喪慧崇慧蓋怒慧慧慧孟慧、
Analysis，F・Klocke，H・－W・Raedt（Germany），P・335

壁建幽幽塾温、ApplicationofComputer
TechnologytoSelectandCreateLubriCantSfbrPlasticDefbrmationProcesses，N・P・Barykin，V・I・

semenov，A．KhKildibaeva匹11SSia），P・341

慧慧慧諾慧慧慧慧慧慧慧慧慧D
FiniteEle叩entCode，B・Boyer，E・Massoni（FranCe），P・347

由適塾魁迫塾適逝辺壇整準、ANewFrictionTestUsingSimple

UpsettingandFlowAnalysis，Ⅹ・Tan，W・Zhang；N・Bay（Denmark），P・365

慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧漂器冨Of
meansofNewlyDevelopedFluoresceふceTechnique，A・AzushimちJ・MiyamOtO（Japan），P・371

盛運塵、EvaluationofColdForgingLubricaIdsunder

RealisticForgingTemperahreConditions，H・Saiki，G・Ngaile，L・餌an，Y・MarumO（Japan），P・377

整壷由畳鮎週塾、DevelopmentofEnvironme地lly
FriendlyLubricantwithHighPerfbrmanCeandSimpleTreatmentfbrColdForging，M・Takeuchi，F・

Ikesue，N．Kashimura（Japan），P・383

塑堕紅麹睦、Threel）imensionAnalysisofContactShess

MeasurementsinFormingProcesses，F・H・

Osman，F．Potel，M．SILoveday（Umited

Kingdom），P・391

遭遇窒週盤幽堕
起盤旦盟塾、DevelopmentofaLowCatbon

HardenedSteelfbrHot，ColdandWarm

ForgingApplications，V・011ilainen，E・

Hocksell（Finland），P・399
Temperature，OC

廷塾盟塾幽±
旦整聾、InnovationPotentialofMat＊alSandThehImpactsonProcessinginFormingTechnology，

J．Reissner（Switzerland），P・409
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冷間加工脆化に重点を置いたIF鋼の衝撃挙動の解析、AnalysisoftheImpactBehaviorof

InterstitialFree（Ⅳ）SteelswithSpecialEmphasisonColdWorkEmbrittlement，A．Spalek，G．

Reisner，E・A・Wemer（Germany），P．435

オーステナイト温度領域における炭素鋼の変形挙動におよぼす炭素量の影響、E飴ctof

CarbonContentonDefbrmadonBehaviourofCatbonSteelsintheAusteniteTemperatureRange

C・Nagasaki，J・Kihara（Japan），P．443

自動車産業における塑性加工の数学モデリングの将来と限界、FuturePerspectivesandLimits

fortheMathematicalModellingofMetalFormingProcessesinAutomotiveIndustry，H・－J・Haepp，

K・Roll（Germany），P．481

数値シミュレーションによる塑性加工工程の最適設計における最近の進歩、Recent

ProgressesinOptimalDesignofMetalFormingProcessesthroughNumeriCalSimulation，J．C．Gelin，

0・Ghouati伊rance），P．489

塑性加工のシミュレーションの構成式モデリング、ConstitutiveModellingfbrSimulationin

FormingTechnology，K．Wegener（Germany），P．497

工程に基づく成形シミュレーション、Process－OdentedFEMFormingSimulati6n，J．Leihkauf；G．

Obieglo（Germany），P．507

流れ関数を用いたUBETと新しい要素、UBETUsingtheStreamFunCtionandaNewElement

fbrThisTeclmique，T．Shimizu，T．San0（Japan），P．513

3Dバルク成形工程の有限要素解析のための自動メッシュ作成とリメッシュ、Autom鵬C

MeshGenerationandRemeshingfbrFiniteElementAnalysesof3DBulkFormingProcesses，D．Y．

Yang，Y・K・Lee（Korea），P．521

塑性加工工程シミュレーションソフトへの経験データの必要性、TheIncreasingRequirements

OnEmpiricalDatafbrUseinMetalfbrmingProcessSimulationPackages，TADean，Z．M．Hu

（UnitedKhgdom），P．541

プロセスフレーム浜を用いた半径方向鍛造の3D有限要素解析、3DFiniteElementAnalysis

OfRadialForgingUsingProcessFrameApproach，T．Rodic，0．Wensel，A．Pristovsek（Slovenia），

p・551

精密鍛造の新しい方陰、NewMethodsfbrPrecisionForging，K．Osakada（Japan），P．735

QS－9000－精密冷間鍛造の新しい機会への挑戦、QS－9000－AChallengewithNew

OpportmitiesfbrNetShqpeColdForgingTeclm0logy，M．Hinsel，M．Meidert，R．Geiger

匹iechienstein），P．741
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塗盟星星空堂塾盟金星蝉選竪睦、NewerProcessDevelopmentsinCold－

andSemi－Hot－MetalFlowForming，C・Sekreter，E・Koemer，A・Meyer（Germany），P・749

慧慧慧慧i芸芸器a
堂塵誼墓室麺班、AnalysisofanIndustrial
Net－ShapeFormingApplicationthroughNumericalandExperimentalApproach，L・TriCarico，M・De

Cosmo（Italy），P・759

産屋室生産泣塾生を塾塾型と窒ヱ旦準盟

盛整、WarmForgingofStraightToothBevels

fbrtheUtilityVehicles・Production，Th・Herlan

（Germany），P・767

盛上盛盈＝塵盗虹選
墜坦塵基数旦聖詮塾、NearNetShapeForging

ofHelicalGears－EconomicalandTechnical

Aspects，F・Dohmann，P・Wiebe（Germany）⊃

p・779

O die
◎　diesllppOrt

●　　diellOlder

塾去適塵塾皇也を如戯遽造、PrecisionForgingofHelicalGear

withAxiallyDrivenDie，K・Osakada；X・Wang，S・Hanami（Japan），P・787

分流法を用いた歯車部品の精密鍛造、Net－ShapeForgingofGearToothedPadsUtilizingDivided

FlowMethod，K．Ohga，F・Murdkoshi，H・Ando，K・Miyoshi，K・Kondo（Japan），P・793

直歯歯車の塑性成形の研究、InvestigationofPlasticFormingProcessfbrSpurGear，Z・M・Zhang，

B．H．Zhang，LLiang（PRChina），P・799

冷間鍛造工程の安定性制御、StabilityControlofColdFormingProcesses，K・Ku2man（Slovenia），

由姐、EvaluationofSbainDistributionin
coldExtrudedWorkpiecebyMeanSOfVariOusMethods｝A・KocandちS・Swillo（Poland），P・813

慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧慧T・
Yagi，M．Yamanaka（Japan），P・819

冷間成形された部品の硬さ測定、HardnessMeasurementsonColdFormedWorkpieces⊃A・E・

Tekkaya（Turkey），P・825
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自動車エアコンのための冷間鍛造インナプリーの工程設計、ProcessDesigninColdForged

InnerPulleyfbrAutomobileAir－COnditioner，D．J．Jeong，D．J・Kim，B．M・Kim（Korea），P・831

自動車タイアナットの押し出し－据え込み成形の数値シミュレーション、Numerical

SimulationofE幻rusion－uPSettingFormlngOfAutomotiveTyreNut，Ⅹ・LHu，Z・J・Wang，Z・R・

Wang（PRChin可，P．837

2D、3D冷間および半熱間鍛造製品の品質予測手段としての有限要素シミュレーション、

FE－SimulationasanInstrumentOfQualityPredictionfbr2Dand3DColdandSemi－hotForged

Parts，A．Behrens（Germany），P．845

オースフォーミング法による17－4PHステンレス銅の温間鍛造、WarmForgingof

17－4PHStain1essSteelthroughAusfbrmingProcess，S．Isogawa，H・Yoshida，Y・Tozawa（Japan），

p・853

円柱ビレットのねじり据え込みについての上界法解析、

AnUpperBoundAnalysisfbrTorsionalUpsetForgingof

CylindriCalBillets，Y．H．Kim，J．H．PadqY．E．Jin匹Orea），

p・859

繰り返し荷重による冷間鍛造における加工荷重低減、

WorkingLoadReductioninColdForgingwithCyclic

Loading，M．Kakiuchi，T．Kawabe，K．Shiraishi，T．Wada

（Japan），P．865

深絞りカップ側壁の厚肉化を用いた型鍛造、Die

ForgingUtilizingThickeningofDrawnCupWal1，K・

Katoh，K・Kondo（Japan），P・869

微小部品の塑性加工一摩擦に及ぼす微小化の影響、

FormlngOfMicroparts」三fRctsofMiniaturizationon

fHction，N．Tiesler，U．Engel，M．Geiger（Germany），P．889

ステンレス鋼に対する冷間鍛造油の焼き付き防止性

能の評価、EvaluationofGal1ingPreventionPropertyof

ColdForgingOilsfbrStainlessSteel，K．Kitamura，T．

0lm0ri（Japan），P．875

0　　1　　2　　3　　4

PunChroね肩onα

マイクロアロイ鋼の熱間鍛造における微細組織の予測、PredictionsofMicrostruCtureinHot

ForgingofMicroalloyedSteels，T．Ishikawa，N．Yukawa，Z．Wang，A．Kono，T－Q・Li（Japan），

p．1281

鍛造シミュレーション手法の応用、TheUseofForgingSimulationTooIs，A．N．Bramiey，D．J．

Mynors（UnitedKingdom），P．1583
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工業における複雑3D部品の鍛造工程の実用的シミュレーション、PracticalSimulationof

ForgingSequenceofComplex3－DPartsinIndustry，J・－LChenot，T・Coupez，LFourment，R・

Ducloux，E．Wey（FranCe），P．1597

バルク成形の仮想生産、VirtualManufacturingofBulkForming，Gy・mallics，D・Malgyn，R・

Bogar（Hungary），P・1613

3次元FEMに対する～般鍛造工程の問題と研究、ProblemsandInvestigationsofA

GENERALFORGrNGPROCESSfbr3－DFEMSimulation，Q．C．Yang，Z・R・Yang，Z・P・Zhong，J・

Fang，Y．J．Cui，K．B．Chen（PRChina），P・1619

塑性加工のプレフォーム設計工学手法：シミュレーション確認からシミュレーション設計、

PrefbrmDesignEngineeringMethodinMetalFormlng：FromSimulationVeriBcationtoSimulation

Design，G．Zhao，G．Wang，Ⅹ・Ma，X・Zhao（PRChina），P・1625

自動六面体リメッシングによるバルク成形工程の3次元FEMシミュレーション、3－DFEM

SimulalionofBulkFormingProcesseswithAutomaticHexhedralRemeshing，Y・P・Wei｝Ⅹ・Zuo，J・

Chen，X．Y．Ruan（PRChina），P．1631

熱間鍛造作業の数値シミュレーションにおける変形抵抗評価の信頼性、Relial）ilityofFlow

StressEvaluationinNumericalSimulationofHotForgingOperations，P・F・Bariani，S・Bruschi，T・

DalNegro（Italy），P．1639

Hビーム鍛造工程の有限要素および物理シミュレーション、FiniteElementandPhysical

SimulationofForgingProcessofH－Beam，M・Shiomi，S・

Matsuoka，K．Osakada（Japan），P・1645

スーパーアロイ鍛造の結晶粒径予測に対するファジー

法およびFEMに基づく新しい方法、ANovelMethod

fbrPredictingtheGrainSizeofSuperalloysForgingBased

onFuz町MethodandFEM，Z．J・Luo，Q・Yang，D・Liu（PR

China），P．1651

密閉鍛造に対する総合生産システムの開発、

DevelopmentofIntegratedManufacturingSystemfbrClosed

DieHotForging，H．Yamada，S．NakashimaっK・IwamOtO，R・

Aihara，S．Nishiyama，S．Kawada，K．Tohtoku，H・Saiki

（Japan），P．1657

クラウンホイール生産に対する新しい密閉鍛造左藍、一A　陽

NewClosed－dieForgingConceptfbrtheManufacturingof

CrownWheels，E．Ervasti，U．Stal11berg（Sweden），P．1663
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コツギング（逐次自由鍛造）のプロセスモデリング、ProcessModelingofCogging，A．Arvind，

G・Li∋W・T・Wu，J・P・Tang（USA），P．1669

先端回転鍛造技術の自動車への新しい応用、AdvancedTeclm010gyof

RotaryForgingfbrNovelAutomotiveApplications，P．M．Standring（Umited

Kingdom），P．1709

計算機シミュレーションを用いたギアブランクの揺動鍛造開発、

DevelopmentofOrbitalForgingofMotorcycleGearBlankbyComputer

Simulation，R・－S・Lee，J：L・Jou，Y・－C・Ho，T・－K．Sue（Rep．ofChina），

p・1719 0＝00＝α

揺動鍛造の有限要素シミュレーション、FiniteElementSimulationofRotaryForging，G．Liu，S．J．

Yuan，Z・R・Wang（PRChina），P．1727

揺動鍛造された薄肉ディスクへの鍛造温度の影響、ForgingTemperatureE脆ctonPropertiesof

Thin－WalledOrbital1yForgedDiscs，LBerkowski，A・Plewinski，St・Zi？lkiewicz（Poland），P．1733

回転鍛造における揺動角度の重要性、TheSigniBcanceofNutationAngleinRotaryForging P．

M・Standring（UnitedKirigdom），P．1739

有限要素法を用いた回転鍛造の変形解析、DefbrmationAnalysisofRotaryForgingProcess

UsingFiniteElementMethod，G・Wang，G・Zhao，Y．Jia（PRChina），P．1745

過共晶粉末冶金Al－Si－Ni合金の成形性と加工、FormabilityandFomingofHypereutectic

RS／PMAl－Si－NiAlloys，Gy・Ziqja，V・Stefaniay，A・Nemeth（Hungary），P．2269

等温塑性加工における結晶組織の動的安定理論とその応用、TheTheoryofDynamic

EquilibriumofMicrostruCtureinIsothermalPlasticFormlnganditsUtilization，B・Bai，N．Min，L

Yang（PRChina），P．2275

粉末冶金Al－Cu基アルミ合金の特性におよぼす熱間加工の影響、InnuenceofHotFomingon

thePropertiesofAl－CuBasisPnvfAluminiumAlloyMaterialS，S・Szczepanik，T．Sleboda（Poland），

p・2281

ノッチ付き円柱試験片の圧縮における延性破壊理論、DuctileFractureCriteriainCompression

andCrackingofNotchedCylindricalSpecimens，LJanicek，J・PetruSka（CzechRepublic），P．2287

マルチプリシティに基づく公式を用いた延性の予測、PredictionofDuctilityinBulkUsing

CriterionBasedonMultiplicity，H・Moritoki，E．Okuyama（Japan），P．2294

円柱状収縮衝撃波にさらされた焼結クロムの降伏挙動、YieldBehaviorofSinteredChr。mium

SubjectedtoCylindricalConvergingShockWave・I・Fukuda，HJyama，M．Ohmori，M．F頑ta

（Japan），P．2305
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延蓼力学を用いた冷間鍛造におけ＿る変形履歴の評価、AssessmentofDefbrmationSequences

UsingDamageMechanicsinColdMetalForging）A・Behrens，D・Landgrebe（Germany），P・2311

塑性加工による超微細結晶粒生成の原理につ史三、OnsomePrinciplesofUltrahe－grained

struCtureFomationbyMeanSOfMetalWorkingTeclmiques，M・Ⅰ・Mazurski，F・U・Enikeev（Russia），

p・2317

多段熱間塑性加工研究における新しい韓

験方法の必要性、TheNeedforNew

TestingProceduresinMulti－StepHot

DefbrmationStudies，P．F．Bariani，S・

BruSChi，T．DalNegro（Italy），P・2323

異なった据え込み条件における多孔質杜

料の加工限界のFEMによる研究、Study

ofWorkabilityLimitsofPorousMaterials

underDifEbrentUpsettingConditionsbyUsingFEM，Ⅹ・Q・Zhang，Y・H・Peng，Ⅹ・Y・RⅡanCPR

China），P・2329

ポスター

後方押し出しへの有限要素法の寄与、ContributionofFiniteElementAnalysisApproachto

BackwardExtruSion，M．Math，B．Jerbic，S．Mahovic（Croatia），p・681

旦転鍛造における円周方向力の解盤、AnalysisofCircumfbrentialForcesActingduringRotary

ForgingProcess，T．Balawender，F・Stachowicz（Poland）⊃P・685

ァルミ合金製軸対称リングの温間圧縮、WarmCompressionofAluminumAlloyAxisymmetric

Rings，C．Borsellino，F・Micari，V・F・Ruisi（Italy），P・687

昼空機応用のための部品の3D鍛造シミュレーシ草之、3DForgingSimulationofComponents

fbrAirとraRApplications，W・Horvath，G・Weber（Austria），P・689

大型クランクシャフト製造のFEMシミュレーションの可能性、PossibilitiesofFEM

simulationbyLargeCrankshaftProduction，B・MasekっZ・Novy，D・Kesner（CzechRepublic），P・691

造園鍛造工具用粉末冶金鉄鋼材料の実験的、数値的翠盤、ExperimentalandNumerical

Evaluati。n。fDiffb，entPowderMetallurgicalSteelsfbrColdForgingTooIs，B・Falk，U・Engel，

M．Geiger（Germany），P・715
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