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課題
納期の短縮
顧客が適切な判断を下せるよう
支援
自動化による効率の向上
高難度の工具作成の課題を克服

成功の鍵
最新技術の活用
あらゆるレベルの自動化
品質向上、継続的な向上への取
り組み
人、プロセス、装置への投資

成果
前年比 30% の売上増加
複雑な金型製造を競合他社より
20 ～ 40% 高速化
期限内の確実な納品
MoldMaking Technology よ
り 2015 年 Leadtime Leader 
Award 受賞

siemens.com/nx

困難な金型プロジェクトを最先端技術
で成功させる Cavalier

世界トップクラスの金型メーカー
Cavalier Tool and Manufacturing Ltd. ( 以 下
Cavalier) は 40 年以上にわたって、工作機械
業界の世界中の顧客ニーズに徹底して応えて
きました。自動車用品や娯楽、家庭用品な
ど幅広い用途に対応した金型を製造していま
す。射出成形から SF 型、ガスアシスト成形、
マルチショット成形、熱硬化性成形、原型
型、圧縮金型などさまざまなニーズに応える
ソリューションを提供します。

自動車 / 輸送機器

Cavalier Tool and 
Manufacturing
受賞歴のある金型メーカーでNXを活用

1975 年に創業した Cavalier は現在、115 名
以上の従業員を雇用しています。最新の設計
および製造設備を構える 54,000 平方フィート
の施設では、250 ～ 4,000 トンのプレス機用
工具を組み立て、年間 200 以上の金型を製造
しています。

困難な課題を克服
「小さな工具、シンプルな工具であれば誰でも

作れますが、 私たちは誰もやりたがらないよう
な複雑なことに挑戦しています。経験をもとに
多くの技術を培ってきました。お客様にも満足
していただいています。」こう説明するのは、
Cavalier のシステム管理者である Jim Korenev
氏です。

http://siemens.com/nx


Cavalier は、品質の向上、そして継続的な向
上に組織全体で取り組みながら、工具設計
の難しい課題と向き合っています。「資材を
投入するのではなく、人を育成し、プロセス、
装置を開発することでビジネスを成長させて
きました。」Cavalier の 社 長、Brian Bendig
氏はこのように話しています。

成功への確かな道を探るため、世界中の最
先端ソフトウェア、工作機械、装置、プロセ
スの研究に余念がありません。最先端のさら

にその先を進み続ける Cavalier は、厳しい
経済環境やグローバル規模の低価格競争に
直面したとしても、より新しく効率的なハイテ
ク機器やプロセスを導入することで競争優位
に立てることに気づきました。過去 5 年間で
年間売上は 800 万ドルから 2400 万ドルへ増
加し、その後も成長を続けています。

「私たちは非常に複雑な工具を競合相手よ
りで きるだ け 早く、20%、30%、40% も早
く作るようにしています。業界トップの企業
であること、それが大きな誇りです。 我々
は、仕事を確実にやり遂げる頼れるチームで
す。」Bendig 氏はこのように話しています。
Cavalier の姿勢は、同社の企業理念にも表
れています。「何をすべきかを知り、最初か
ら正しくやること。明日はさらに良くやること。」

金型設計の最先端技術
先端技術を追求する Cavalier はかなり以前
から、製品ライフサイクル管理 (PLM) のスペ
シャリストであるシーメンスデジタルインダス
トリーズソフトウェアの NX ™ ソフトウェアを
同社標準の CAD ( コンピュータ支援設計 ) シ
ステムとして選択していました。1990 年代に
Korenev 氏がエンジニアリング部長だったと
き、信頼できるモデリングシステムを導入し
たいと考え、NX の前身である Unigraphics
ソフトウェアを選択しました。このソフトウェ
アの後続リリースには、金型設計作業を加
速させる高度なツールキットである Mold 
Wizard が含まれます。 「最初の 1 ライセンス
を導入しはじめたときから、その素晴らしさ
に気づきました。当社では製品を設計するエ
ンジニアを次々と増やしたため、ライセンス
も 11 にまで増やしました。」Korenev 氏はこ
のように話しています。

NX は Cavalier にとって唯一の金型設計シス
テムです。プロセス・オートメーション・ツー
ルを備えているため、部品設計から工具設計、
アセンブリ設計、工具検証に至る金型設計を
効率化します。ステップ・バイ・ステップで
進められる金型設計フローを使うことで、NX
は高度なオートメーションに金型製造の知識
やベストプラクティスを取り入れています。金
型設計は部品設計と連動しているため、一方
の設計が変更されても、もう一方の設計者が
即座に対応できるようになっています。

「NX ソフトウェア開発チームは顧
客の声に耳を傾け、これまで NX
で素晴らしい成果を上げてきま
した。Cavalier が求めた機能も
実装されています。」

Cavalier Tool and 
Manufacturing 
システム管理者 
Jim Korenev 氏



金型設計の効率性
Cavalier では通常、成形する部品の CAD モ
デルに基づいて見積りを準備するところから
スタートします。「まずは成形性、つまり、こ
の部品をどのように成形するかを見ます。最
初に検討するのは、どのサイズのプレス機を
使用するかです。そのため、部品の容積を
計算し、必要なプラスチック流圧を見極めま
す。その後、部品の抜き勾配やアンダーカッ
ト、成形過程に影響を及ぼしうるその他の要
因を調べます。」Korenev 氏はこのように説
明します。NX を使うことで Cavalier は、主
要な CAD システムのネイティブファイルを含
む実質すべてのフォーマット、または STEP、
IGES、Parasolid® ソフトウェア形式などニュー
トラルなファイル交換形式の CAD モデルを
取り扱えます。

NX には部品解析ツールが備わっており、肉
厚チェックや抜き勾配解析、アンダーカット
領域検出と半径評価など、成形性を評価する
ことができます。この評価結果に基づいて、
実現可能性を顧客と話します。「部品の一部
に問題があることを指摘する場合もあります。
模様付けに必要な十分な抜き勾配が足りな
いのもその一例です。または部品上に、生
成すべき複数の線がある場合があり、見えて
いる部品表面上でスライドアクションを用い
て良いか確認が必要な場合もあります。また、
リブが厚すぎれば、部品にひけを起こす可能
性もあります。このように疑問や問題点はい

くつも出てくるものです。」Korenev 氏はこう
話します。

もう 1 つよく起こる問題は、金型加工や最終
部品品質に影響しうる CAD モデルの表面品
質に関することです。Korenev 氏は次のよう
に述べています。「多くの継ぎはぎを重ねた
ような「ひび割れたガラス」のような表面の
CAD モデルを受け取ることがあります。ひび
割れがひどいモデルは壊れやすいため、許
容できません。ですからクリーンな CAD モ
デルを受け取ることが非常に重要です。」

「小さな工具、シンプルな工具であれば誰でも作
れますが、 私たちは誰もやりたがらないような
複雑なことに挑戦しています。経験をもとに多く
の技術を培ってきました。お客様にも満足して
いただいています。」
Cavalier Tool and Manufacturing 
システム管理者 
Jim Korenev 氏



見積もりのために部品モデルの提供を受けて
も、実現可能性に問題があり、見積もりを出
せないという回答になることもあります。実
現可能なモデルであれば、概算の価格と製
造スケジュールを提示します。

ときには、エンジニアリングチームは NX を
使って金型の暫定 CAD モデルを構築して、
見積もりの精度を確かめることもあります。
このために Cavalier は、NX を使って完全な
モールドベースを自動生成するカスタムプロ
グラムを作りました。このプログラムは、金
型設計者が X または Y 方向の部品からの距
離など、いくつかパラメータを入力すると、
部品寸法に基づいて標準プレートを選択して
モールドベースを作成します。「15 分で、部
品の周りが鋼材で覆われ、すべてのプレート
がモールドベースに含まれた詳細 3D モデル
が完成します。NX のユーザーインターフェー
スを使っていますが当社で作ったプログラム
です。」Korenev 氏はこう話します。

顧 客 から見 積もりの 承 諾 を 得られ たら、
Cavalier では金型の詳細な開発を開始しま
す。NX Mold Design を使って設計エンジニ
アはコアとキャビティを分割し、分割線を作
成して 2 つを分離します。複雑な金型アセン
ブリの場合は、エンジニアは NX の色分け機
能を使って、2 つの鋼が接している密封箇所

は緑色、部品の表面は灰色、ランナーは青色、
エアベントはピンク色など、細部を視覚的に
区別できます。色分けすることで、開発チー
ム全体で金型の構造や機能をすぐに把握で
きるようになります。

Cavalier の金型設計プロセスでは NX を使う
ことで、工具の細部まで表現した完全な 3D
アセンブリモデルが生成されます。エンジニ
アリングチームは NX を使って金型の正確な
部品表 (BOM) や、必要に応じて 2D エンジ
ニアリング図面を作成できます。

製 造 に 必 要 な す べ て の 設 計 デ ー タ は、
Cavalier の製品およびプロジェクトデータ管
理システムによって処理され、そこで NX の
金型コンポーネントモデルは数値制御 (NC) 
プログラミング作業やマシニング作業で直接
使えるファイルに自動変換されます。

Cavalier の施設は、大型の工具交換装置を
装備する多軸、多機能、高速マシニングセン
ターなど、高度な技術装置を備えています。
直近では、シンカー放電加工機 (EDM) を 3
台購入しました。この施設は、あらゆるレベ
ルで自動化を取り入れた効率化のお手本であ
り、人的介入を最小限に抑えた年中無休の
施設です。

「毎日 4 ～ 5 時間かかる処理など
の自動化にはプログラミングが
重要です。こうした処理はできる
限りシンプルに、専門に特化し
て行うべきです。プログラミング
は、プロセス内の余計なステッ
プを排除したり、ポイントやクリッ
ク操作を減らしたりします。」

Cavalier Tool and 
Manufacturing 
システム管理者 
Jim Korenev 氏

「当社では製品を設計するエンジ
ニアを次 と々増やしたため、ライ
センスも11にまで増やしました。」

Cavalier Tool and 
Manufacturing 
システム管理者 
Jim Korenev 氏



ソリューション / サービス
NX 
siemens.com/nx

主な事業内容
Cavalier Tool and Manufacturing 
Ltd. は、 中 型 から大 型 の 金 型
製 造で 高く評 価されているグ
ローバ ルメーカーで す。自動
車用品や娯楽、家庭用品など
幅広い用途に対応した金型を
製 造しています。 射 出 成 形、
SF 型、ガスアシスト成 形、 マ
ル チショット成 形、 熱 硬 化 性
成形、 原型型、 圧縮金型など
さまざまな ニーズ に対 応した
ソリューションを提供します。 
www.cavaliertool.com

所在地
カナダ 
オンタリオ州ウィンザー

ソリューション・プロバイダー・
パートナー
Longterm Technology  
Services Inc. 
www.longtermtec.com

NX プログラミングツールでカスタマイズ
Korenev 氏は、CAD システムを使った経験
から、NX で利用可能な各種アプリケーション
プログラミングおよびカスタマイズツールを
使って、できる限り多くの機能を自動化する
プログラムを書きました。NX で利用可能な
機能には、初期バージョンの GRIP (Graphics 
Interactive Programming) 言 語、VB (Visual 
Basic) のアプリケーション・プログラミング・
インターフェース (API)、ジャーナリング機能
や NX SNAP ™ ソフトウェアなどがありました。

Korenev 氏は次のように説明します。「毎日 4
～ 5 時間かかる処理などの自動化にはプログ
ラミングが重要です。こうした処理はできる
限りシンプルに、専門の特化して行うべきで
す。プログラミングは、プロセス内の余計な
ステップを排除したり、ポイントやクリック操
作を減らしたりします。」Cavalier はモールド
ベースを自動生成するほか、カスタムプログ
ラムを使って金型アセンブリへの属性挿入の
効率化、型彫りの自動化、その他機能のさら
なる効率化を実現します。

Cavalier は、シーメンスデジタルインダスト
リーズソフトウェアのチャネルパートナーで

あり、自動車用工具や金型の設計に特化し
て い る Longterm Technology Services Inc. 
( 以下 Longterm) と密に連携しています。
Longterm にはプログラミングの専門技術
があるため、NX のインストール支援だけで
なく、Cavalier がさらに最先端を走れるよ
うに自動化プロジェクトも支援しています。
Longterm と NX ソフトウェア開発チーム間の
連携によって、Cavalier が要求するソフトウェ
ア機能は強化されてきました。「NX ソフトウェ
ア開発チームは顧客の声に耳を傾け、これま
で NX で素晴らしい成果を上げてきました。
Cavalierが求めた機能も実装されています。」
Korenev 氏は上記のように話しています。

成功を評価する
金型製造における Cavalier の効率、品質、
イノベーションは、MoldMaking Technology
に評価され、2015 年には Leadtime Leader 
Award を授与されました。この年 1 回の賞は、
北米の上位製造企業の際立った成果を認め
るものです。Cavalier の標準化した柔軟なプ
ロセス、高度な技術、人を重んじる考え方は、
重要なリーダーシップ要素だとして評価され
ました。

 金 型 製 造 に お ける Cavalier の 効
率、 品 質、 イ ノ ベ ー ション は、
MoldMaking Technology に評価さ
れ、2015 年には Leadtime Leader 
Award を授与されました。
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