
 

生産性の高い部品製造
NX CAM – 品質の良い部品をより短時間で製造するための包括的なソリューション

www.siemens.com/plm/nx/cam

www.siemens.com/plm



2

 

NX™は、品質の良い部品を短い時間で製造するた
めにどのように役立つのでしょうか。NXのどのよ
うな利点によって、部品製造の生産性が向上する
のでしょうか。

主な機能それぞれのすぐれた価値

NX CAMは、高度なプログラミング、ポストプロ
セッシング、シミュレーションなどの主な機能に
よって、真の差別化を実現しています。1つ 1つ
の NXモジュールが、通常の CAMパッケージに期
待されるレベルを上回る機能を提供します。たと
えば、工作機械の統合シミュレーションは、単な
るツールパスデータによってではなく、NXポスト
プロセッサの出力によって実行されます。そのた
め、NXでは 1つの CAMシステム内で、より高度
なプログラム検証を行うことができます。

製造のための NX

NXは、1つの CAMシステムにすべての NCプロ
グラミング機能を完備しています。また、統合さ
れた製造ソフトウェアアプリケーションのセット
も備えています。実績ある NXテクノロジに基づ
いたこれらのアプリケーションによって、部品モ
デリング、金型設計、および検査プログラミング
を容易に行うことができます。

業界を問わず最適なシステム

NXは多くの業界で採用され、航空宇宙、自動車、
医療機器、金型加工、機械製品といった業界の製
造部門に実績ある機能を提供しています。

数台の工作機械で操業する小規模な工場か、多数
の工作機械を使用する大規模な製造エンジニア
チームかにかかわらず、NXは、お客様のビジネス
ニーズに即したソリューションを提供します。

製造におけるリーダー

適切な設計および製造ソフトウェアと、最新のコント
ローラ、工作機械およびその他の工場設備を組み合わ
せることによって、お客様のビジネスのパフォーマン
スを最大化するプロセスチェーンを実現できます。

シーメンスは、高度な工作機械コントローラ技術とド
ライブ装置におけるリーダーの地位を確立しています。
ソフトウェアと製造装置に関するこの専門知識の組み
合わせによって、シーメンスは、お客様に独自の強力
なメリットをもたらす部品製造ソリューションを開発
できるのです。

NX CAMのメリット
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NX CAMの主な機能

高度なプログラミング機能

NX CAMは、単純な NCプログラミングか
ら多軸加工まで幅広い機能を備えており、
これによって NCプログラマは 1つのシス
テムを使って多くの作業に対処できます。

NX CAMの柔軟性があれば、要求が非常に
厳しい作業も簡単に完了することができ
ます。

プログラミングの自動化

高度なフィーチャベース加工によって、
プログミングの自動化に更なる効果を提
供します。

フィーチャベース加工を使用すると、プロ 
グラミング時間を最大で 90%短縮でき 
ます。

ポストプロセッシングとシミュレーション

NX CAMは、密接に統合されたポストプロ
セッシングシステムを備えています。さ
まざまなレベルの NCプログラム検証機能
があり、その 1つである Gコード駆動の
シミュレーションを使用すれば、個別の
シミュレーションパッケージが不要にな
ります。

優れた操作性

生産性を最大限に高めるために、ユーザ
はグラフィック表示を使ってシステムを
操作できます。たとえば、ツールパスを
調整するときにはツールの 3Dモデルを選
択して動かせばよく、すばやく直感的に
システムを操作できます。

ダイアログボックスには、メニューにど
のような値を入力すればよいのかを注釈
入りでわかりやすくグラフィック表示し
ています。

統合ソリューション

NXは NCプログラマが利用できる高度な
CADツールを提供し、新しく部品をモデ
リングする、3Dモデルから直接セット
アップ図を作成する、などといったさま
ざまな作業を可能とします。

NXには CAMの他にも、金型設計や検査
のプログラミング用のモジュールといっ
た、製造部門向けの特別なアプリケーショ
ンが用意されています。3Dモデルは、デー
タを変換することなくアプリケーション
間でシームレスに利用できます。

データおよびプロセス管理のために NXを
Teamcenter®と連携させることによって、
広範な部品製造ソリューションの基礎を
確立できます。3D部品モデルからセット
アップシート、ツールリスト、CNC出力
ファイルまで、あらゆる種類のデータを
完全に管理できます。

NXで、設計から加工までの 
プロセスチェーンを完成
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固定軸加工

NX CAMは、プリズマティック部品および
フリーフォーム部品に対する、手動での
ツールパス作成および編集、自動化された
高度な切削といった、幅広い 2軸および 
3軸加工機能を備えています。

• 最適化された荒加工によって、ツールに
過度な負荷をかけることなく材料除去率
を最大化できます。

• 完全に自動化された削り残し部加工で
は、前工程で切削されなかった材料が 
除去され、無駄なエアカットが防止され
ます。

• 幅広い仕上げ技術によって、卓越した
サーフェス仕上げ品質が実現します。

• 自動衝突検出によって、非常に難易度の
高いジオメトリにおいても安全な加工が
保証されます。

高速加工

NXの高度な高速荒加工により、ツールの
負荷を管理しつつ、高い材料除去率を得る
ことができます。

高速加工に対応した仕上げを行うストリー
ムライン機能は、滑らかに流れるようなパ
ターンを生成し、その結果高いフィード
レートでの良好な仕上げを得ることができ
ます。

NXのトロコイド切削パターンは、ユーザ指
定の基準に従って、許容される切削条件であ
るかどうかを自動的にチェックします。
 

高度なプログラミング機能
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5軸加工

NXの多軸加工では、より少ない操作とセッ
トアップで精密で複雑な部品を加工でき、
コストの削減と納期の短縮が実現します。

NX CAMは、複雑なサーフェスにおける正
確な多軸ツールパスのコントロールをする
ためのさまざまな手法をサポートしていま
す。また、効果的な衝突とガウジのチェッ
ク機能も備えています。

• 高速かつ正確な荒加工および仕上げ手法
によって、航空宇宙業界向けの部品に見
られるような複雑な部品の加工を容易に
行うことができます。

• Zレベル手法では、ツールをチルトさせ
ることで短いツールを使用でき、たわみ
が軽減されます。

• 滑らかなフローを実現するストリームラ
インストラテジーは、多軸の高速仕上げ
加工において理想的な切削手法です。

• カーバチャーマッチングテクノロジーに
よってツールのコンタクトを最大にする
ようにツール軸を連続的に調整し、大径
工具による大きなピッチでの効率的な加
工を実現します。

• 自動多軸プロファイル機能は形状選択が
非常に少なく済み、ドラフト角のついた
壁やその他のプロファイルを加工します。

ワイヤ EDM

NXのワイヤ EDMプログラミングは、ワイ
ヤフレームとソリッドモデルの両方に対応
しており、2軸および 4軸モードでの部品
加工を容易に行うことができます。

マルチパス・プロファイリングやワイヤ・
リバース、エリア除去など、多岐にわたる
ワイヤ・オペレーションが可能です。

高度なNCプログラミング 
における業界リーダー
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複合加工機

NXは、同時多軸加工をサポートする最新の
複合加工機に対応した、幅広い加工機能を
完備しています。

同期マネージャでは、グラフィック表示 
によって、複数のチャネルにまたがって加
工順番をインタラクティブに制御できます。

加工中のワークの形状を追跡管理すること
は、効果的な複合旋盤のための重要な要素
です。NX CAMは、ミリングと旋削の間で
ワークの形状をシームレスに転送するため
に、加工途中形状（IPW）を自動的に生成
します。

旋削

NX CAMは包括的な旋削ソリューションを
提供し、シンプルな旋削プログラムでは 
簡単に使用することでき、マルチスピンド
ルやマルチタレットを使用するような難し
い形状にも対応することが可能です。NXの
旋削では、2Dの部品プロファイルとソリッ
ドモデルのどちらも使用できます。これに
は、荒加工、マルチパス仕上げ、溝加工、
ねじ加工、中心線穴あけのルーチンが含ま
れます。

また、NXの旋削では、A軸と B軸による 
ツール制御が可能です。一般的な作業のた
めの豊富な機能に加えて、特別な「ティー 
チ・モード」機能も備えており、ユーザの
指示によるきめ細かな仕上げや特殊な切削
が必要な状況に対処できます。

高度なプログラミング機能
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用途に特化したソフトウェアを使用すると、
一般的な機能を使用した場合に比べて、NC
プログラマの生産性が大幅に向上します。

ターボマシナリー ミリング

NXでは、複数のブレードを持つブリスクや
インペラなどの複雑な回転部品に特化した
5軸 NCプログラミング機能を使用すること
によって、プログラミングの労力を軽減で
きます。

同時 5軸荒加工を使用すると、切削高さオ
フセット、ドライブパターン、ツール軸な
どのパラメータを指定することによって、
ブレード間の材料を効率的に除去できます。

ツール軸のパラメータによって、最適な 
5軸ツールパスを作成できます。

削り残し部加工では、前工程で残った材料
を自動的に除去します。また、ツールのワー
クへのアプローチを最適化します。

ハブ仕上げでは、サイド・ステップオーバー、
切削パターン、ツールパスの滑らかさを正
確にコントロールすることによって、最適
なツールパスを生成します。

ブレード仕上げでは、ブレードのどちら側
を切削するかを指定し、さらにエッジに対
してツール軸の安定化パラメータを指定す
ることによって、メインブレードの仕上げ
処理を行うことができます。

スプリッター仕上げでは、1つまたは複数
のスプリッターブレードを持つブリスクま
たはインペラのプログラミングを行うこと
ができます。（インペラには、メインブレー
ドの間にスプリッターと呼ばれる小型のブ
レードがある場合があります）

用途に特化したプログラミング

複数のブレードを持つ部品の
プログラミングを容易にする
NX Turbomachinery Milling
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フィーチャ・ベース加工（FBM）

NXのフィーチャベース加工では、部品設計
モデルから直接、最適化されたマシン・プ
ログラムを自動作成できます。フィーチャ・
ベース加工では、次のような幅広い種類の
加工フィーチャが自動的に認識され、プロ
グラミングされます。

• プリズマティック
• 旋削
• ワイヤ EDM
• 色および属性

次に示すように、システムの一部である 
加工データベースで管理されている構成可
能なロジックと基準を使用して、それぞれ
の加工ステップが選択されます。
 

シンプルなエディタ（加工ナレッジエディタ）を
使用して、フィーチャ・ベース加工の種類や、そ
の選択方法を、簡単に構成、追加、変更できます。

PMIに基づく加工として、NXでは、モデルに付加
された公差やサーフェス仕上げなどの製品製造情
報（PMI）を読み込んで、加工方法の選択を行うこ
とができます。

たとえば、公差が小さい場合は、特定の仕上げプ
ロセスとツールが必要となることがあります。NX 
CAMは、NX設計モデルに付加された公差データ
を読み込み、それを使用して適切な加工作業を選
択することができます。これによって、PMIデー
タに基づいて NCプログラミングと加工のプロセ
スがコントロールされます。

プログラミングの自動化

10倍速い 
プログラミング

作業1
荒加工3

加工要素のデータベース加工プロセス

中仕上げ2

仕上げ1

作業2

作業3



9

加工データライブラリ

NX CAMにはカスタマイズ可能な加工デー
タベースがあり、これを使用すると実績あ
るデータを管理し、関連するツールパスの
オペレーションに適用することができます。

NXは、指定されたオペレーションと選択さ
れたツールに対して適切なフィードレート
とスピンドル回転数を自動的に適用します。

加工ウィザード

日々の一般的な作業については、わかりや
すいステップに従ってプロセスウィザード
を構築できます。ウィザードでは、ユーザ
が簡単な選択を行うことによって、複雑な
ソフトウェア設定を実行できます。ウィザー
ドは、NXメニューから簡単に実行できます。

プロセステンプレート

NX CAMでは、ルールに基づいて事前定義
されたプロセスとセットアップテンプレー
トを適用することによって、プログラミン
グ作業を標準化して短時間で実行すること
ができます。

通常、望ましい手法やツールを確実に 
使用するためにプロセスが利用されます。

テンプレートは、NXにおいて NCプログ
ラミングを標準化する最も効果的な方法の 
1つです。
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ポストプロセッサの統合

NXは独自のポストプロセッサシステムを備
えており、このシステムは CAMシステムと
緊密に連携しています。

ほぼすべての工作機械、およびコントロー
ラの構成に見合った NCコードを簡単に 
生成することができます。

ポストプロセッサ・ライブラリ

ポストプロセッサ・ライブラリは、幅広い
工作機械をサポートする各種のポストプロ
セッサが集められたオンライン・リソース
です。

PostBuilder

NX CAMには PostBuilder機能があり、ポス
トプロセッサを作成および編集することが
できます。グラフィカル・ユーザ・インター
フェースを使用して、NCコードに必要とさ
れるパラメータを指定できます。

シーメンスのコントローラ向けに最適化さ
れた出力

NX CAMには、最適化された SINUMERIKポ
ストプロセッサも搭載されており、これ 
は加工オペレーションデータに基づいてコ
ントローラの主要な設定を自動的に選択し
ます。

NX CAMの特別なメニューでは、SINUMERIK
コントローラの主要な機能を選択できます。

ポストプロセッシング

シーメンス SINUMERIK 
コントローラ向けに 
最適化された出力
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加工プロセスの検証

NX CAMの主な利点として、統合されたシ
ミュレーションと検証が可能な点がありま
す。つまり、プログラマは NCプログラミン
グセッションの中でツールパスを確認する
ことができます。さまざまなレベルの機能
が利用可能です。

たとえば、Gコード駆動の工作機械のシミュ
レーションでは、NX内部のポストプロセッ
サの NCコード出力を解釈し、動作に変換し
て表示します。部品、治具、ツールを含む
工作機械の 3Dモデルは、Gコードに応じて、
工作機械の動きどおりに動作します。

シーメンスの Virtual NC Controller Kernel
（VNCK）を NX CAMに追加すると、実際 
のコントローラ・ソフトウェアを使用し 
て、統合された加工シミュレーションソ
リューションを駆動します。統合されたソ
リューションでは、非常に正確なスピード、
加速度、ツール交換、サイクルタイムを用
いて、実際の工作機械の動きにできるかぎ
り近い動きが再現されます。

工作機械サポート・キット

高度な工作機械向けに、サポート・キット
は次のような包括的なソリューションを提
供します。

•  実績あるポストプロセッサ
•  工作機械の 3Dソリッドモデル
•  サンプル データ、テンプレート、 
ドキュメント

加工シミュレーション

NXで完結する Gコード 
駆動のシミュレーション
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グラフィックに基づくプログラミング

NXでは、ユーザができるかぎりグラフィック
上でシステムを操作できるようにしています。
たとえば、メニューに数値を入力するよりも、
画面上の 3Dツールモデルを選択して移動す
るほうが、はるかに迅速かつ直感的にツー
ルをコントロールできます。

直感的なユーザ・インターフェース

最新のユーザインタラクションと事前定義さ
れたプログラミング環境を活用することに
よって、生産性を向上できます。
 
 

説明的な画像によって、ダイアログオプション
の視覚的なフィードバックが得られます。

オペレーション・ナビゲータ

オペレーション・ナビゲーターは重要な情報
をキープし、プログラマがいつでもアクセス
し、再利用できる環境を提供します。リッチ
な情報環境によってオペレーションの順番や
依存関係を表示し、同時にツールの使用状
況や部品データとの関連も管理しています。

統合されたワークフロー・チュートリアル 
とドキュメント

NXには、金型、複合旋盤、航空宇宙用の
加工などのさまざまなプログラミング・プロ
セスの、ステップ・バイ・ステップ・チュー
トリアルが用意されています。これらのチュー
トリアルには、NXから直接アクセスでき 
ます。

NXのインターネット・ライクな検索エンジン
を使用すると、キーワード検索によってすば
やくコマンドを見つけることができます。

優れた操作性
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3D部品モデルの作成

NXの最新の CAD技術によって、NCプログ
ラマは、サードパーティの CADモデルも含
めて迅速に部品モデルを準備することができ
ます。

シンクロナス・テクノロジなら、部品モデ
ルを直接編集して NCプログラミング向けに 
準備できます。穴やギャップを埋めたり、
フェースをオフセットしたり、部品フィーチャ
のサイズを変更したりといった作業が可能 
です。

NXには用途に特化した各種 CAD機能が搭
載されており、NCプログラマは、NC作業
の前に部品をすばやく分析できます。

部品や素材の断面を表示して確認することが
できます。

マスター・モデル・コンセプト

NXでは、マスター・モデル・コンセプト
を活用して、設計とNCプログラミングの同
時進行を促進しています。これは、CAMや
CMMなどのすべての機能を、部品のひとつ
のモデル定義にリンクすることによって実現
します。

その結果 NCプログラマは、設計者が作業
を完了する前に部品のプログラミングを開始
できます。完全な連想性によって、設計モデ
ルの変更に従って後から NCオペレーション
を更新することができます。

モデリング、アセンブリ、製図

NXは、現在市場に出回っている中で、最も
パワフルなレベルの CAD機能セットを備え
ています。これらの機能は NX CAMとともに
パッケージ化されています。シミュレーショ
ンのために形状や治具、工作機械をストック
する必要がある NCプログラマに最適です。

NXの CAD／ CAMの利点

シンプルなドラッグ・ 
アンド・ドロップによって
3Dモデルを簡単に 
編集可能
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NXには他にも、金型設計や検査プログラミ
ング用の幅広い製造アプリケーションが用
意されています。

金型設計

NX Mold Designは、部品モデルから直接、
パーティング ラインやサーフェス、コアや
キャビ、モールドベースを設計するプロセ
ス全体を自動化します。NX CAMで自動ツー
ルパスプログラミングを実行するために、
主要なフィーチャデータが追加されます。

NX Progressive Die Designには専門的な金
型作成のナレッジが組み込まれ、これによっ
て設計プロセスを自動化できます。成形性
解析、ストリップレイアウト、ダイベース
設計、検証からなる一連のステップを段階
を追ってガイドします。

NXは、プランニング、ダイフェース設計
と実現可能性、型構造設計と検証などの、 
自動車のプレス金型向けのソリューション
を提供しています。

NX Electrode Designでは、電極の設計、サイ
ズ縮小、検証、ドキュメント作成を自動化す
るステップ・バイ・ステップのアプローチに、
業界のベストプラクティスが数多く取り込ま
れています。

NXによる製造

拡張可能な
製造エンジニアリング
向けソリューション
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拡張可能な検査プログラミング

NXには、座標測定機（CMM）用の検査プ
ログラムを作成するために役立つ、プログ
ラミング・アプリケーションが用意されて
います。

NX CMM Inspection Programmingでは、合
理化されたワークフローを使用することに
よって、立ち上げ時間を最小限に抑え、衝
突の起きないプログラムをすばやく生成で
きます。CADモデル上で直接プログラミン
グを行うことで、設計データとの不一致を
抑え、設計要件を正確に満たすことができ
ます。

GD&Tや 3D注記などのモデルの製品製造
情報（PMI）を利用してプログラムを自動
的に生成することによって、完全性を確保
できます。独自の標準検査パス・メソッド、
ツール、プロジェクトテンプレートを適用
することによって、プログラミング・プロ
セスをさらに自動化することも可能です。

NXでは、CMMマシン・シミュレーション
が可能です。キネマティックなモデルベー
スのシミュレーションを行うことによっ
て、すべてのフィーチャに対して測定が可
能であることと、測定機のリミットを超え
ていないことを確認できます。

DMIS出力するか、または特定の CMM用 
にカスタムのポストプロセッサを作成でき
ます。



製造エンジニアリング 加工現場

製品設計

CAD CAM CNC
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工作機械の価値を最大限に高めるためには、
工作機械を実行するプロセスを最適化する
必要があります。プロセス全体を密接に連
携させることによって、新しいマシンの迅
速な導入と、生産効率の向上が実現します。

CAD

製造プロセスは、部品の設計データの入 
力から開始されます。通常は 3D CADモデ
ルですが、中には 2次元図面の場合もあり
ます。

NCプログラミング向けに部品設計モデル
を準備したり調整したりするために、多く
の場合 3D CADソフトウェアが必要となり 
ます。

治具の設計やアセンブリに、CADアプリケー
ションも使用できます。完全に統合された
CAD機能と共に NX CAMパッケージを、NX
システム内で利用できます。

CAM

NX CAMでは、NCプログラミング、ポスト
プロセッシング、および工作機械シミュレー
ションが可能です。最適化されたプロセス
チェーンにおいて、対象の工作機械に合わ
せてこれらの CAM要素が構成されます。

完全なパッケージ

シーメンスは、高度な工作機械コントロー
ラ技術とドライブ装置におけるリーダーの
地位を確立しています。

ソフトウェアと製造装置に関するこの専門
知識の組み合わせによって、シーメンスは、
CAD、CAM、CNCのプロセスチェーンをサ
ポートし、お客様の最新の工作機械への投
資価値を最大化することができるのです。

 

CAD-CAM-CNCのプロセスチェーン



部品モデルの作成

ツールライブラリ 加工現場でのデータアクセス

仮想マシン金型および 
治具の設計

工程プランニング

DNC

ツール管理

CAM

CMMプログラミング

CNC

CMM 検査実行

データおよびプロセスの管理
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CAD-CAM-CNCのプロセスチェーンは、主要
な加工ソリューションをサポートします。た
だし多くの企業では、部品製造プロセスを完
成させるためには、追加のアプリケーション
やその他の装置を必要としています。

ニーズに合ったソリューション

金型設計や CMMプログラミングなどの複数
のアプリケーションで同じ 3Dモデルを使用
できることは、大きなメリットです。NXで
は、より短時間での統合されたプロセスを
実現するために、これらすべてのアプリケー
ションでの 3Dモデルテクノロジを共有可能
にすることによって、このような取り組み
をサポートできます。

データおよびプロセスの管理

シーメンス PLMソフトウェアは、Teamcenter
製品群によってデータおよびプロセス管理
を容易にします。お客様は、Teamcenter製
品群を活用することで、製造プランニング
全体を管理できます。

加工現場向けのアプリケーションも用意さ
れており、Teamcenterによって管理された
データを工作機械に直接送る DNCなどが利
用できます。加工現場のツールのデータ管
理ソリューションでは、計画データを利用
してツールプリセッター装置へのインター
フェースとして使用できます。

シーメンスのソリューション

部品の製造計画を定義し、それを加工現場
で実行する際に、シーメンス PLM ソフトウェ
アはお客様特有のビジネス要件に合ったソ
リューションを提供し、業務をサポートい
たします。

パート マニュファクチャリング ソリューション
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NX CAM – 充実した多彩な機能

NX CAMは、高度で幅広い NCプログラミング機能を備えており、NCプログラマは 1つのシステムだけで多くの作業に
対処できます。

2 1/2軸加工 このモジュールによって、ほぼすべての作業で使用されるシンプルなミリングおよび穴あけを
容易に行うことができます。ジクザク、オフセット、プランジなどのミリング加工をはじめ、
多彩なツールパスが用意されています。手動でのツール配置から高度なトロコイド荒加工まで、
多岐にわたる手法が利用可能です。複合旋盤加工をサポートするために、すべてのミリングモ
ジュールを旋削モジュールと組み合わせて使用することができます。

3軸加工 荒加工、削り残し部加工、中仕上げ、およびサーフェス領域仕上げ加工によって、フリーフォー
ムサーフェスにも対応しています。高速切削に必要な機能も搭載しています。

5軸加工 高度に自動化された加工形状の選択や正確なツール軸コントロールによる、柔軟な 5軸プログ
ラミング機能が利用可能です。

ターボ機械の切削加工 複数のブレードを持つブリスクやインペラなどの複雑な回転部品に特化した 5軸 NCプログラ
ミング機能がサポートされています。

旋削 このモジュールは、シンプルな 2軸旋削に加えて、マルチ・スピンドル、マルチ・タレット機
能を提供します。このシステムは、ソリッドやワイヤフレーム、2Dのプロファイルでも使用で
きます。複合加工機で使用するために、このモジュールは必要に応じてどのミリングモジュー
ルとでも組み合わせることができます。

ワイヤ EDM マルチパス・プロファイリングやワイヤ・リバース、エリア除去など、2軸から 4軸までのプ
ログラミングがサポートされています。

FBM Author この機能によって、加工ナレッジエディタを使用して、フィーチャ定義や、ルールに基づく 
自動化プロセスを作成および変更することができます。

NCシミュレーション この完全に統合された Gコード駆動の加工シミュレーションでは、シミュレーションの完全性
を高めるためにポスト処理結果を使用します。同時進行のマルチチャネルの動きが同期され、
分析されます。組み込まれた Machine Tool Builderによって、実機に合ったキネマティクスを
持つマシンアセンブリが構築されます。

NCプログラミング向け
の高度な CAD

最新の NX CAD技術によって、3Dモデルの作成と編集を短時間で行うことができます。この機
能を使用することによって、素材形状、工作機械アセンブリ、ツール、治具などの 3Dモデル
を作成できます。CAD機能のレベルは、選択された CAMパッケージによって異なります。
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NX CAMのモジュールとパッケージ

お客様のソフトウェアへの 
投資価値を最大化

2 1/2軸加工 このモジュールによって、ほぼすべての作業で使用されるシンプルなミリングおよび穴あけを
容易に行うことができます。ジクザク、オフセット、プランジなどのミリング加工をはじめ、
多彩なツールパスが用意されています。手動でのツール配置から高度なトロコイド荒加工まで、
多岐にわたる手法が利用可能です。複合旋盤加工をサポートするために、すべてのミリングモ
ジュールを旋削モジュールと組み合わせて使用することができます。

3軸加工 荒加工、削り残し部加工、中仕上げ、およびサーフェス領域仕上げ加工によって、フリーフォー
ムサーフェスにも対応しています。高速切削に必要な機能も搭載しています。

5軸加工 高度に自動化された加工形状の選択や正確なツール軸コントロールによる、柔軟な 5軸プログ
ラミング機能が利用可能です。

ターボ機械の切削加工 複数のブレードを持つブリスクやインペラなどの複雑な回転部品に特化した 5軸 NCプログラ
ミング機能がサポートされています。

旋削 このモジュールは、シンプルな 2軸旋削に加えて、マルチ・スピンドル、マルチ・タレット機
能を提供します。このシステムは、ソリッドやワイヤフレーム、2Dのプロファイルでも使用で
きます。複合加工機で使用するために、このモジュールは必要に応じてどのミリングモジュー
ルとでも組み合わせることができます。

ワイヤ EDM マルチパス・プロファイリングやワイヤ・リバース、エリア除去など、2軸から 4軸までのプ
ログラミングがサポートされています。

FBM Author この機能によって、加工ナレッジエディタを使用して、フィーチャ定義や、ルールに基づく 
自動化プロセスを作成および変更することができます。

NCシミュレーション この完全に統合された Gコード駆動の加工シミュレーションでは、シミュレーションの完全性
を高めるためにポスト処理結果を使用します。同時進行のマルチチャネルの動きが同期され、
分析されます。組み込まれた Machine Tool Builderによって、実機に合ったキネマティクスを
持つマシンアセンブリが構築されます。

NCプログラミング向け
の高度な CAD

最新の NX CAD技術によって、3Dモデルの作成と編集を短時間で行うことができます。この機
能を使用することによって、素材形状、工作機械アセンブリ、ツール、治具などの 3Dモデル
を作成できます。CAD機能のレベルは、選択された CAMパッケージによって異なります。

ソフトウェアモジュール 
 

NX CAMパッケージ
  

CAD/CAM 
Turning 

Foundation

CAD/CAM 
Milling 

Foundation

CAM-only 
5-Axis 

Machining

Advanced 
5-Axis 

Machining
Total 

Machining

Foundation • • • • •

2 ½-Axis Milling • • • •

3-Axis Milling • • • •

5-Axis Milling • • •

Turbomachinery Milling •

Turning • •

Wire EDM （NX30431） •

Feature Based Machining Author •

NC Simulation • • •

Advanced CAD for NC programming* • • • •

 *  Foundationモジュールには、幅広い CAD編集機能が含まれます。Advanced CAD for NC programming（レベル 1またはレベル 2）の機能は、 
上記のとおり NX CAMパッケージに含まれています。その他の各 CAMモジュールは、個別のアドオンとして入手可能です。
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