
製品
NX、Teamcenter 
PLM コンポーネント

課題
精密金型の設計と製造
厳しいリードタイム要件への対応
品質リスクの排除
誤ったデータ解釈の回避
NCプログラミング精度の向上

成功の鍵
NX CAMでNCプログラミング
NX CADおよびNX Mold Wizard
で設計プロセスを自動化
すべての設計 / 製造データとプ
ロセスをTeamcenterで管理
製造リソースライブラリ (MRL) 
で切削工具を管理 

成果
設計サイクルの短縮 
データ変換ミスの削減
工場へのデータフローの効率化
手順と作業フローの一元化 
プロセスの安定性の向上
リードタイムの短縮 
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Haidlmair、NXとTeamcenterを活用
して経営層から工場に至る一貫した
データフローを実現

樹脂成形で大望を抱く
玩具から事務機器、家庭用品、パッケージ、自
動車まで、日常使うもので合成素材を一部に
でも使用していないものはほとんどありませ
ん。Josef Haidlmair氏は、この技術の可能性
に着目し、1979年に新しいワイヤカット放電
加工 (EDM) 技術を導入して、樹脂部品成形の
金型の開発を始めました。 

産業機械および重機業界

Haidlmair
射出成形金型メーカー、品質向上、エラー削減、作業時間短縮を
すべて実現

Haidlmair氏の創業したHaidlmair GmbH (以
下Haidlmair) は現在、主に自動車のラジエー
ターグリルや食洗器のパネルなどに使われる、
複雑な大型部品の製造に必要な射出成形金
型を製作するリーディング・サプライヤーです。
Haidlmairが450名以上の従業員を擁し、年間
約6,000万ユーロを売り上げるグループ企業へ
と成長できたのは、ケースや容器の製造に使用
する高性能金型の製作で非常に高い評価を得
たからです。 

例えば、折り畳み式ケースを構成する5つの部
品は、樹脂を1ショット (射出) するだけで生成し
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ます。また、びん用ケースの金型は、ケースハ
ンドル部やインモールドラベリングに柔らか
めの素材を使用できるように設計します。これ
で商品を運びやすくする一方、ケースとしての
魅力も高めます。

Haidlmairが採用している設計プロセスでは、
コンパクトな金型を製作することができます。
可動部品の重量を大幅に削減して製品全体の
重量を低減できます。ゴミ箱のような大型容器
の金型では、これは大きなメリットです。 

3Dモデリング技術をいち早く導入
以 前 は 、成 形 す る 部 品 の 図 面 を 顧 客 が
Haidlmairに提供していました。Haidlmairが成
功を収めた理由の1つは、シーメンスデジタル
インダストリーズソフトウェアの提供するCAD 
(コンピューター支援設計)、CAE (コンピュー
ター支援エンジニアリング)、CAM (コンピュー
ター支援製造) を統合した包括的なシステム
であるNX™ソフトウェアを活用して、3Dモデリ
ング技術を駆使したCADをいち早く取り入れ
たことでしょう。

「NXを使用した当社のプロセスは、部品情報
を3Dモデルの形で顧客から受け取るとすぐ
に作業を開始できるようになっています。非
現実的な抜き勾配の調整など、部品には手
直しが必要なことも多いですが、スムーズな
射出成形に不可欠なこうした対応は、金型設
計の初期段階に行っておく必要があります。」
Haidlmairのプロセス管理担当アシスタント・
オペレーションズ・マネージャー、Christian 
Riel氏は上記のように述べています。

「製造リソースライブラリを使用し
て切削工具管理を行う最大の利点
は、すべてのプロパティが上から継
承されるため、プロパティの結合が
簡単なところにあります。」
Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・マネージャー 
Christian Riel 氏

規模だけを考えても、1,100リットルのゴミ
箱の射出成形は壮大な作業です。



Haidlmairのエンジニアはこの作業にNX 
Mold Wizardを使用しています。このNXアド
オン機能を使用すると、ステップバイステップ
で進めるプロセスで金型設計プロセスを自
動化し、最適化することができます。NXでは、
サードパーティの設計ファイルデータを包括
的にインポートでき、各種の部品設計機能が
利用可能です。NXは、製造性チェック、高度分
割ツール、コア / キャビティインサート自動生
成、収縮率の計算 / 調整、冷却レイアウトの
配管 / 接続金具、部品表 (BOM) 自動生成な
どの機能によって、金型特有の設計作業の自
動化が強化されています。モールドベース、イ
ジェクターピン・ポスト、スライダー、リフター
といった標準的な金型部品のライブラリも内

蔵しています。「NXを使わなければ、複雑な金
型の設計作業にはもっと長い時間がかかるで
しょう。NXを使用すると、設計エンジニアは時
間をかけて細部をすべて手作業で設計する
必要がなくなります。」とRiel氏は言います。 

Haidlmairのエンジニアはこれまでも長い間、
NX CAEを使って成形フローの計算に使用す
るメッシュを生成してきましたが、最近では
NX CAEを部品の構造解析にまで広げて使用
するようになり、ケース / 容器のハンドルや
コーナー部が想定負荷に耐え得る強度を持
つかどうかも確認しています。 

「NXを使わなければ、複雑な金型の
設計作業にはもっと長い時間がか
かるでしょう。」
Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・マネージャー 
Christian Riel 氏

重量62トンのこの金型は、従来の金型よりも40%軽いため、射出のサイクルタイムは短縮し、エネルギー消費も低減しています。

「 当 社 の エ ン ジ ニ ア は 皆 、
「Teamcenterを使うことで、必

要なデータを探し回らなくてもす
ぐに見つけられるようになった」
など、数々の利点を実感していま
す。さらに、Teamcenterを使った
承認プロセスの導入で、事務作
業に費やす時間が大幅に短縮し
たことも大きな利点だと評価して
います。」

Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・
マネージャー 
Christian Riel氏



EDMの代わりに、強力な高精度 NC (数値制
御) 3軸 / 5軸加工機を使った高速金属切削が
使用されるようになっています。NX CAMは、こ
うした複雑なNC加工機のプログラミングに使
用できます。高度なシミュレーション / 検証機
能とフィーチャベース製造機能を提供し、NC
プログラミングを自動化します。 

全社で利用できるレポジトリのデータ
2008年、Haidlmair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Teamcenter® 
を P L M ソフトウェアとして 使 い 始 め まし
た 。R i e l 氏 は 次 のように 説 明しています。

「Teamcenterを使用すると、BOMをERP (エ
ンタープライズ・リソース・プランニング) シス
テムへ自動転送して調達管理するなど、エン
ジニア間のコラボレーションが可能になりま

す。当社のエンジニアは皆、「Teamcenterを使
うことで、必要なデータを探し回らなくてもす
ぐに見つけられるようになった」など、数々の
利点を実感しています。さらに、Teamcenterを
使った承認プロセスの導入で、事務作業に費
やす時間が大幅に短縮したことも大きな利点
だと評価しています。これを受けてHaidlmair
は2013年に、関連するすべてのサードパー
ティ設計会社とフリーランスエンジニアを
Teamcenterシステムに完全統合するプロジェ
クトを開始しました。」

R i e l 氏 は 次 の よう に も 述 べ て い ま す 。
「Teamcenterを使用することで、各ジョブを

実行する機械へのプログラムの移植など、後
処理を行う工場担当者も含めたあらゆる従業
員の作業は大幅に加速し、シンプルになりま

「Teamcenterを使用することで、各ジョブを実行
する機械へのプログラムの移植など、後処理を行
う工場担当者も含めたあらゆる従業員の作業は
大幅に加速し、シンプルになりました。」
Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・マネージャー 
Christian Riel 氏

「NXでは公称寸法から10%乖離し
ている工具も特定できます。適切
な工具を検索するプロセスの効
率は期待以上です。」 

Haidlmair 
CAx システムズ・アドミニスト
レータ― 
Stefan Pendl 氏



「部品の設計からプログラミング、機械での工具操作に至るプロセスを通して一貫した情報とインテリジェントな自動サポート機能を利用できるため、生産性とともに品
質とプロセスの安定性が向上しています。」Haidlmair、アシスタント・オペレーションズ・マネージャー、Christian Riel氏

「NX を使用した当社のプロセス
は、部品情報を 3D モデルの形
で顧客から受け取るとすぐに作
業を開始できるようになっていま
す。」

Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・
マネージャー 
Christian Riel 氏

した。Webブラウザでデータにアクセスできる
ため、部品やツールの3Dビューを含むすべて
の情報が全社で利用可能です。」Teamcenter
での後処理を可能にするカスタム・アドオン
モジュールを導入したことで、プロセスはさら
に円滑になりました。

2011年には、Teamcenterの機械加工リソー
ス・マネージャー・ユーティリティを使った切
削工具管理も導入しました。これは機械設備
や治具、締め付け装置、テンプレートの管理に
も活用できます。切削工具はコンポーネント
やホルダーなどのアセンブリとして表示され
るので、工具管理の労力は大幅に軽減しまし
た。工具は3Dでビジュアル化されるため、実
際の様子をチェックしてミスを防止できるよう
になりました。「Teamcenterを使用して切削工

具管理を行う最大の利点は、すべてのプロパ
ティが上から継承されるため、プロパティの結
合が簡単なところにあります。」とRiel氏は話し
ます。

製造リソースライブラリとGeolus® Searchの形
状検索でプロセスの効率を改善
Haidlmairは、以前はサードパーティのDNC 
(直接数値制御) ソフトウェアを使ってプログ
ラムを複数のマシンに分散させていました
が、最近NX CAMソフトウェアを工場に導入
して、オペレーターが機械のプログラミング・
インターフェースを使わずにポケットの2.5軸
プログラミングを行えるようにしました。これ
でデータの一貫性はさらに向上し、インター
フェースを取り除いたことで、精度が劣化する
こともなくなりました。



Haidlmairは、輸送用容器 
(エラストマーの持ち手部
品や箔の統合を特徴とす
る最新のビン容器など) の
製造に使用する射出成形
金型の大手メーカーです。

「NXを使用すると、設計エンジニアは時間をかけ
て細部をすべて手作業で設計する必要がなくな
ります。」 

Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・マネージャー 
Christian Riel 氏

「Teamcenterを使用すると、BOM
をERP (エンタープライズ・リソー
ス・プランニング) システムへ自動
転送して調達管理するなど、エン
ジニア間のコラボレーションが可
能になります。」

Haidlmair 
アシスタント・オペレーションズ・
マネージャー 
Christian Riel氏

これと並行してHaidlmairは、それまで使用し
ていた工作機械ライブラリを止めてシーメン
スデジタルインダストリーズソフトウェアの製
造リソースライブラリ (MRL) を実装すること
にしました。MRLを使用するとNX CAMユー
ザーは、Teamcenterの多くの機能を使用し
なくても、NXユーザーインターフェース内で
CNCプログラミングに使用する工具を検索、
選択、取得できます。

「NXでは公称寸法から10%乖離している工
具も特定できます。適切な工具を検索するプ
ロセスの効率は期待以上です。」Haidlmair
のCAx (コンピューター支援技術) システム

アドミニストレーター、Stefan Pendl氏は上
記のように話しています。強力な検索メカニ
ズムが効率を大幅に向上させると確信した
Haidlmair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Geolus Search形状検索
ソフトウェアの評価版ライセンスも取得しまし
た。入力したものと類似の形状を特定できる
このソフトウェア独自の機能を使用すると、以
前に設計された部品を簡単に特定できます。
これにより設計時間が短縮するだけでなく、
その後の工作機械プログラミングの労力も軽
減します。



ソリューション / サービス
NX CAD 
NX Mold Design 
NX CAE 
NX CAM 
siemens.com/nx
Teamcenter 
Manufacturing Resource Library 
(MRL) 
siemens.com/teamcenter
Geolus Search 
siemens.com/plm/geolus

主な事業内容
Haidlmairは、5か国に8社を構え
るグループ企業の親会社です。
オーストリアのヌスバッハにある
メインプラントでは、コア事業と
してさまざまな容器の射出成形
金型に加え、技術部品や自動車
部品の金型を製作しています。
Haidlmairグループの他の会社で
は、医療部品 / パッケージ部品製
造のための熱成形金型や延伸ブ
ロー成形金型、ファイル / シート
製造のための自動化ソリューショ
ンや押出金型を製作しています。 
www.haidlmair.com

所在地
オーストリア 
ヌスバッハ

統合によって生まれるパワー
「NXとTeamcenterは、最新の機能を備え、全

社で一貫して使える強力な統合ソフトウェア
環境を提供します。Haidlmairのように複雑な
企業でも比較的容易に実装できます。ビュー
ア機能は、CAxソフトウェアを使用していない
ユーザーでも使えます。部品の設計からプロ
グラミング、機械での工具操作に至るプロセ
スを通して一貫した情報とインテリジェントな
自動サポート機能を利用できるため、生産性
とともに品質とプロセスの安定性が向上して
います。」Riel氏は、上記のように述べていま
す。

金型製作では、EDMの代わりに、強力な高精度NC 3軸 / 5軸加工機を使った高速金属切削が使用されるようになっています。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア
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