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完全なCAM-ソリューション – 
SolidWorksに完全に統合
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SolidCAMは、完全な’クラス最
高の’効率的で、収益性の高い
SolidWorksの内部でCNCプロ
グラミングできる加工のパッケ
ージです。
SolidCAMはシームレスなシングルウィンドウで統合
され、SolidWorksデザインモデルに、完全なアソシ
エイティビティを提供します。 シングルウインドウで
SolidWorksに統合されたSolidCAMでは、すべての加
工オペレーションは、SolidWorksアセンブリ環境から
離れることなく設定、計算、確認することができます。 

加工のための全ての2Dと3D図形は、SolidWorks
デザインモデルと完全に関連性を保持していま
す。SolidWorksモデルが変更されると、 全てのCAM
オペレーションは自動でアップデートされます。

SolidWorkで動作するSolidCAM
を使う主な利便性:

 ▶ SolidWorksの外観と使用感 – シームレスなシングルウ
インドウでの統合

 ▶ パートが変更されると工具パスは更新 – 完全なアソシ
エイティビティ

 ▶ SolidCAMは10年以上にわたりSolidWorksのゴールド
パートナー

 ▶ SolidCAMは、治具、ツール、バイスをシミュレーション
で使うために、SolidWorksのアセンブリモードで動作

 ▶ SolidCAM + SolidWorksは全てのCNC加工機とアプリ
ケーションのためのパッケージで拡張可能 

 ▶ 統合されたCAD/CAM-ソリューションである
SolidWorks + SolidCAMはSolidCAMから競争力のあ
るバンドル-価格で提供できます。
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SolidCAM – 
SolidWorksに統合
された優れたCAM-
ソリューション

SolidCAM + SolidWorksで
Essaiの自動ICテストシステムを
製造 
Deniz Valle, Essai Corporation オペレーションマネ
ージャ

 ▶ “SolidCAMはSolidWorks CADシステムに完全に
統合されているので、我々は、SolidWorksの中で
CAMプログラミングを実際に構築しています”。

 ▶ “このアプローチはパウログラミングの学習曲線を
短縮し、製造に、より大きな図形の編集と操作を可
能とし、設計と加工に共通のツールをもたらします。 

 ▶ “誰もが同じモデルと同じモデラーで作業している
ので、統合によるアプローチは、製造に対するディ
スカッションと決定を速めます。我々は、統合システ
ムでの作業により、意思と機能をより多く伝えてい
ます。”

Barabi, Essai Corporation 創立者 & マネージャ 

 ▶ “もし、変更が製造再度で発生した場
合、SolidWorksとSolidCAMは完全に連携が取れ
ているので、我々はそれを設計サイドと製造サイド
両方で捉えます。”

 ▶ “統合されたアプローチには、時間短縮、単一図形フ
ァイルへのアクセスを含め、多くのアドバンテージ
がありより効率的で、システマティックな方法、我々
のデザインデータのインテリジェントを使います。” 

SolidWorkのウインドウから離
れる必要はありません! 

Larry Rehak, Intricate Metal Forming Co: 

 ▶ “この45日で、SolidWorksに統合されたSolidCAM
の試用版ｗｐロードしてから、私は複雑なの部品
をプログラムし、何の懸念もせずに実行できまし
た。機械は以前より滑らかに動き、カッターはより長
く持ち、そして、信頼性のレベルは高いです。私は、
容易にここで、SolidCAMを使う他の人を訓練する
ことができます。ソフトウェアはかなりわかりやす
く、チュートリアルはフォローするのが簡単です。”

Terry Kramer, Kramer Design Corp.:

 ▶“SolidWorksへの緊密なインテグレーションは、私
の設計 – 製造のライフサイクルを簡単で早くしま
した。SolidCAMサポートチームは神楽できます。私
はいくつかの複雑な4-軸の製造プロジェクトを行
いました – SolidCAMはそれらを非常にうまく処理
しました。” 
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特許のiMachining：“本当に素
晴らしい”
これは、顧客、工作機械メーカーと工具メーカ
ーがiMachiningについて同様に述べることで
す。SolidWorksに完全に統合された、iMachiningの革
命的なCAM-モジュールは、あなたのCNC加工機を、
今までより利益を、競争力をもたらします。 

CNC加工の革命 
 ▶ 70%以上のサイクルタイムの削減

 ▶ 劇的に長い工具寿命

 ▶ 工具パス、ストック、工具材質、加工機のスペックを
考慮した、最適な送りと加工速度を提供します 

iMachiningはミーリングCNCにおいて、信じられない
ほどの節減と効率化を提供し、そして、それが利益と成
功にかわります。世界中のiMachiningを購入いただい
た、全てのSolidCAMのお客様は巨大な効率化を楽し
んでいます！

ユニークなテクノロジーウィザード
SolidCAMのiMachiningには、iMachining工具パスの
切削条件を自動で計算する唯一の特許のiMachining
テクノロジーウィザードがあります。

ユニークなテクノロジーウィザードは、工具パス、ストッ
ク、工具材質、加工機のスペックを考慮した、最適な送
りと加工速度を提供します。

コントロールステップオーバー”テクノロジーを使
い、ウィザードで設定された加工条件を守ること
を、iMachining工具パスは保証します。

SolidCAMのiMachiningは、定義された加工条件を推
測して、自動的に切削に最適の値を提供する唯一の
CAMシステムです。

何百ものCAMとCNCマスター
にの知識と経験があなたの手
の掌にあることを想像してく
ださい – iMachiningウィザー
ド&工具パスの経験！

iMachining 2D



5www.solidcam.com

“毎日SolidCAMのiMachiningを使わないこと

は損失です！”

Jason Near, Rotary Airlock , IL, USA 

“iMachiningで、それがあまり性能の良くない

機械であっても、我々は非常に高い材料除去

率を達成できます”

Dreiling Maschinenbau GmbH, Germany

“我々はDixon Surgicalの全ての要求が

iMachiningに当てはまることを見つけました – 

工具寿命の延長、より早いサイクル、より軽い

工具負荷と小径工具の保護です。ユーザーイ

ンターフェースは非常に明確でiMachiningの

プログラミングは通常の加工方法より早く終わ

ります。”

Jay Dixon, Dixons Surgical, UK
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Full automatic calculation of:

iMachiningウィザード + 
iMachining工具パス = 究極のソ
リューション！

SolidCAMのiMachiningの特徴 

 ▶ サイクルタイムの短縮による生産性の向上 – ７０
％以上の時間削減

 ▶ 工具寿命の劇的な向上

 ▶ 比類なき高硬度材の加工

 ▶ 小径工具での優れたパフォーマンス

 ▶ 4-軸と複合旋盤でのiMachining

 ▶ 自動で、最適な送りと加工速度

 ▶ プログラムの高い生産性

 ▶ 最高のユーザーインターフェース

 ▶ 産業界で最も短い習得時間
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iMachining3Dは驚くべき3D加工の結果をもたらし、
通常では加工時間の70%、そして90%まで短縮が可
能です。

iMachining3Dは、完全な3Dパーツの全ての斜面で
の真のスカラップによる、荒加工と中荒加工と2.5Dパ
ーツで、エキスパートの知識ベースのiMachiningのテ
クノロジーウィザードで作成される最適な加工条件の
実行可能なCNCプログラムを生成します。

最大ステップダウン、インテリジェントなステップア
ップ、ローカルマシニングとスマートな位置決めの
組み合わせで、iMachiningはほとんどのリトラクト、
長い位置決めとエアカットを除去し、モールド、複
雑な3Dパーツ、そして3次元の2.5D形状パーツの
最短の最適な、荒加工と中荒加工のサイクルタイム
を、iMachining3Dは生成します。

SolidCAMのHSM仕上げ、iMachining 3Dの組み合わ
せが3Dパートに完全な加工ソリューションを提供

他にないiMachining 3Dの機
能：

 ▶ 単純なソリッド図形選択

 ▶ 実証されたiMachining2Dテクノロジーを使った、そ
れぞれのZ-ステップでの最適化された加工

 ▶ 工具の刃の全長を使う、深い荒加工で、サイクルタイ
ムを短縮し、工具寿命を延長

 ▶ 小さな上へのステップの中荒加工は、一定のスカラッ
プ高さに最適化され、さらにサイクルタイムを短縮

 ▶ インテリジェントなローカルマシニングは、ほとんど全
ての長い位置決め、リトラクト、エアーカットを無くし、
産業界での最短時間を提供

 ▶ 動的に更新される3Dストックモデルは全ての”エアー
カット”を削除

 ▶ 工具パスはホルダーと更新されたストックをステージ
毎の干渉を回避するように、自動調整

証明されたiMachining2D & テ
クノロジーウィザードのアルゴリ
ズムを使用した、モールド、複雑
な3Dパーツ、2.5D形状のパーツ
の荒加工、中仕上げ加工 Parts

iMachining 3D
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2.5DパーツへのiMachining 3D 
iMachining 3Dで、複数のポケットと島のある2.5Dパー
ツも加工ができます。図形やチェインの定義なしで、パ
ーツとストックのストックモデルから直接、１つのジョブ
で行うことができます。iMachining 3Dは自動的に、最
適にとり残しを行い、大幅にプログラミング時間を減ら
します。

iMachining 3DはマキノのCNC
加工機で、他の競合CAMに対し
75%の加工時間を削減： 
“iMachining 3Dは競合ＣＡＭの４時間の加工

時間から58分へ削減 …７5%の時間短縮”

Galtronics, China

Menesは金属加工におい
て、iMachining 3Dで85%のサイ
クルタイムを短縮！ 
“私はこのような結果を毎日望みます – 我々は

iMachining 3Dで大きなコスト削減を行うでし

ょう”

Igor, Chief Programmer, Menes

SolidCAMの顧客A.P.Aは
iMachining 2D & 3Dを主にア
ルミニウムの加工に使用:
“驚いた！iMachiningの満足を述べる言葉があ

りません – アルミにウムの加工でどの位の時

間が短縮できるか想像できません”

David Franko, Owner, A.P.A.
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2.5軸加工
最も強力で簡単に2.5D CNC加
工工具パスを作成：フルインタ
ラクティブなコントロール + フ
ィーチャー認識！

最も直観的な、使いやすいインターフェース
と、SolidWorksとのシームレスなインテグレーション
と、最新の工具パステクノロジーの組み合わせが、最
も強力で簡単に、2.5Dの工具パスを作成します。

CNC加工ジョブを定義するパーツ、アセンブリとスケ
ッチ図形での作業は簡単です。治具とコンポーネント
を視覚的に素早く配置できます。

両方の世界で最高：完全なインタ
ラクティブコントロール + フィー
チャー認識
SolidCAMはSolidWorksモデルでの、インタラクティブと
自動の両方の2.5Dジョブを提供します。初心者と上級者
のために設計され、SolidCAMは両方に最高のものを提
供し、図形の選択、パラメータとCNCプログラミング方法
の完全なコントロールまたは自動のポケットとドリルの
認識と加工の選択ができます。

インタラクティブな2.5D加工の
オプション
標準的な2.5D輪郭加工のほかに、ポケット加工と穴
あけ加工のほかにSolidCAMは提供します:

 ▶ CADモデルの変更なしで、図形の変更を可能にす
る、チェインの変更オプション（オフセット、トリム、
延長など）

 ▶ 大きな工具を使った後の、取り残しを加工する、自
動取り残し加工 

 ▶ 輪郭とポケットジョブで定義された同じ図形を使用
する面取り加工

 ▶ 標準的な内側と外側のねじを加工する、ねじ切り
加工

 ▶ 平面と巻きつけられた面状の文字加工と複数線文
字の中心線の文字加工

 ▶ モデルの異なる深さを加工する、３次元曲線に沿
って動く3次元輪郭加工

 ▶ リニアな動作を回転動作への変換による、回転軸
廻りに巻きつけられた図形の加工
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ツールボックスサイクル 
スロット、コーナーボス、ルールド面などの特別なサブ
ーオペレーションが、役に立ち便利なツールボックス
サイクルで提供されます。

形状認識穴あけ加工 
ソリッドモデルから穴を自動で検索しグループ化し、
その結果の図形を自動で編集できます。一つの形状
認識穴あけ加工ジョブで様々な高さと深さの穴のグ
ループを加工できます。

 ▶T-スロット工具でアンダーカットのある側面の溝を
滑降する特別なジョブ

段差ポケット加工
SolidCMAの強力なポケット加工ジョブの次のレベル
は、CAMモデルの全てのポケットを自動で認識しま
す。モデルの面から認識されたさまざまな高さと深さ
と組み合わさり、標準のポケット加工ジョブの全ての
加工方法とオプションも使用できます。
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高速曲面加工
部分的な面の高速曲面加工 – 全ての加
工現場に重要なモジュール！

SolidCAMの高速曲面加工は、アンダーカットを含む、
パーツの部分的な領域の曲面をスムーズで強力加工
する高速曲面加工モジュールです。領域の定義なし
で、加工する曲面を簡単に選択できます。標準と形状
の工具をサポートします。

選択された領域だけを加工す
る、完全な工具制御
高速曲面加工モジュールは、輪郭、ポケットとフェイス
ミルを超え、2.5Dおよび3D部品の、特定の面に沿っ
て動き、2.5Dの加工方法に3D加工の機能をもたらし
ます。

高速曲面加工の工具パスは一つまたは、複数の面の
加工に特化して、複雑な3Dの半径（例；フィレット）で
作られた曲面のグループに、流れるような工具パスを
作ることに優れています。

拘束境界または構成図形を必要とせずに、選んだ領
域だけを加工する完全な工具コントロールを経験し
てください。

スムーズで干渉のない最適な工
具パスの、強力な面加工 
SolidCAMの高速曲面加工モジュールはいくつかの
曲面加工方法を提供し、効率的、スムース、干渉のな
いそして最適な工具パスを、選択された曲面に作成
します。

高速曲面加工は、スムースで接線連続なリードインと
リードアウトを作る、特別なリンク方法の工具パスを
提供します。工具パス間のリンクの動作は、ユーザー
によってコントロールされ、モデルの面の変更なしで、
穴や溝を避けます。リトラクトはいかなる主な平面へ
も行えます。
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ホルダ、アーバと工具の高度な
干渉制御 
完全な干渉制御はホルダ、アーバと工具間で可能で
す。避けるべき隣接するチェック面も選択できます。ユ
ーザーコントロールのいくつかのリトラクト方法が使
えます。

全ての加工現場に重要なモジュ
ール
SolidCAM HSSモジュールの長所は、面の品質を大幅
に向上することです。SolidCAM HSSモジュールは全て
のタイプのパーツを加工する、全ての加工現場にとっ
て、重要な追加モジュールです。

高度なリンク 
曲面の修正の必要性を無くすため、工具の進入と退
出動作の自由があります。工具パスは延長できるか、
トリムできます、ギャップと穴は飛ばすことができま
す、そして、9つの異なるリードイン/リードアウトオプシ
ョンを選ぶことができます。

HSSでのアンダーカットの取り
扱い
アンダーカットまたは加工の難しい形状に、テーパー、
ロリポップ、T-スロット工具を使ってください。
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割出5-軸加工
強力なSolidCAMの割出、多面加工 – もっとも
簡単な座標系定義！

今日の加工現場の常識として、４/５-軸のCNC加工は
生産を増加させ、サイクルタイムをより早くします。

これらのCNC加工機をサポートするSolidCAMのアプ
ローチは効率的で簡単なプログラミングの方法を多
面加工のパートに提供することです。  

SolidCAMは割出4/5軸加工に例外的に強いです。

割出5-軸加工の最も簡単な座
標系定義！
加工ビューの取り扱い、モデルのコピー、新しい加工
のための空間での回転に疲れていませんか？割出の
プログラミングのために、まだ図形を別のレイヤーに
コピーと移動していますか？

インデックスを付けられたセットアップのための、ワン
クリックのオリエンテーションで一つの加工原点を経
験してください – SolidCAMは複数座標系の構造を
無くすことによって割り出し加工をスピードアップしま
す。フェースをクリックすることで、座標系を定義し、パ
ーツのプログラミングを続けてください。

 ▶ SolidCAMの“面と選択と加工”は多面加工プログラ
ミングの最速のアプローチです

 ▶ 我々の加工原点マネージャは、それぞれの工具方
向の必要なデータを追跡します

 ▶ Solid Verifyシミュレーションは工具ホルダと治具
を、全てのジョブの材料の除去と共に表示します
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効率的で編集の必要のない多
面加工のG-コード 
どんなCAMシステムのけっかであっても、SolidCAM
には多面加工できれいで効率的なG-コードを得るた
めに、いくつかのオプションがあります。

SolidCAMのポストプロセッサは、機械上での複数の
ワークオフセットの設定をなくすために、全ての回転
とワークのオフセットを扱えるように設定することが
できます。 あなたのコントローラが内部的にパーツ
の回転を計算ができる、または、ポスト・プロセッサ 
ーに回転を取り扱うことが必要かどうかにかかわら
ず、SolidCAMはこれをカバーしてます。

コントローラに高度な平面の回転または座標系の
回転機能がある場合、SolidCAMのポストはこれらの
内部のCNC機能を使うように作られます。このような
機能のない機械であれば、ユーザーは、SolidCAM内
部にパーツの位置を入力し、G-コードは全ての回転
で、G-コードの座標変換を行います。

我々の、割出加工に対する方針は単純です。ソフトウ
ェアからG-コードで、単方向からの加工と、割出加工
のプロセスを同じにします。お客様は多面加工のパー
ツを加工するのに、特別な機能またはソフトウェア内
部でのトリックは必要ありません。それで動かなけれ
ばなりません！
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Eどこでも3D機械加工が利用できる、精密な仕上げ工
具パスで、なめらかさ、効率とスマートな機械加工の
完全に新しいレベルの、3D加工を経験してください。

SolidCAMのHSR/HSMモジュールは、複雑な3Dパー
ツ、航空宇宙パーツ、モールド、ダイ向けの、非常に強
力な、マーケットで証明済みの3D高速加工モジュー
ルです。

それは、ユニークな加工とリンク方法を3D高速加工
工具パスの生成対して提供します。可能な限り、連続
な工作機械の動きを維持するために、切削動作とリト
ラクトの両方のパスを滑らかにします – より高い送り
とドウェルをナウくす玉の、重要な条件です。

HSR – 高速荒加工
SolidCAMは、輪郭、走査線、ハイブリッド荒加工と削り
残し荒加工を含む、高速荒加工を提供します。

HSM – 高速仕上げ加工
SolidCAMの3D Mill/HSMモジュールは、高いＺレベ
ルへのリトラクトを最少に保ちます。可能であれば角
度をつけ、円弧で滑らかな、リトラクトは必要がなけれ
ば高くならないことで、エアーカットを最少にして加工
時間を削減します。

3D Mill/HSMの結果は効率的でスムースな工具パス
で、それは面の品質を向上させ、工具の摩耗を少なく
し、工作機の寿命を延ばします。

これまでより短いリードと加工時間、引いコストと品質
の向上の要求により、高速加工は今日の加工現場で
は必要なものです。

HSM – 
３次元高速加工
強力な荒加工と精密な仕上げ工具パスが
3Dの加工で使用可能！



15www.solidcam.com

SolidCAM HSMモジュールは、高速の加工を可能に
するCAMテクノロジーの進歩のいくつかを特徴があ
り、それには、鋭角な工具パスを除去し、可能な限り
工具をパーツに接触させ、エアーカットを減らし加工
してない動作を最適化し、スムーズで接連続なリード
イン/アウトを生成がふくまれています。

どのHSM 3D加工方法でも、加工される面の傾斜角
度の指定または、加工される境界を指定することで、
加工できます。

広範囲の境界作成ツールが提供ｓれ、それにはシル
エット境界、工具接触領域境界、緩斜面境界が含まれ
ています。

HSM – 3D加工を最高のレベルに
SolidCAM HSMモジュールは、高機能の高速加工の
能力を執拗とされる、全てのユーザーにとっての強力
なソリューションです。それは、エアーカットを減らし、
工具の動きの連続性を維持する、円弧でスムーズにし
て、古いCNCの生産性向上にも使われます。

全ての現有の機械で、HSMが、どの様に3D加工のパ
フォーマンスを最高のレベルに持っていくか見てくだ
さい。
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産業界で、非常に使いやすいユーザーインターフェー
スの、最も高度な全方面での工具パスの制御と干渉
チェックで、最もテストされ証明された5軸CNC加工工
具パスの利益を得てください。

 ▶ 広範囲の多種の５軸加工方法

 ▶ フローラインの切削はコンポーネントの自然な形
状に沿った工具パスを生成

 ▶ 多面仕上げ加工は、工具を面に（または指定のリー
ドとラグ）垂直に保ち、滑らかな面の仕上げを提供

 ▶ スワーフ、ポート、多軸ドリル等、特定のアプリケー
ションのソリューション

 ▶ 側面のチルトとリード/ラグ角の、高機能な工具チル
トコントロールと直接なコントロール

 ▶ 工具の各部分と、ホルダーをチェックする、自動干
渉回避方法

 ▶ 包括的な干渉と軸のリミットをチェックする、リアル
な完全3D機械シミュレーション

自由度とコントロール
それぞれの5-軸加工方法は、アプローチ/リンクコント
ロール、工具軸コントロールの、洗練されたオプション
を提供します。

リンクとアプローチの動作は、完全に干渉から保護さ
れ、異なる方法がリンク動作の距離によって使用され
ます。SolidCAMは、仕上げの工具パスの完全なコント
ロールをするために、リード/ラグと側面チルト角のコ
ントロールのオプションを提供します。

工具とホルダの干渉回避
干渉回避は工具とホルダーをサポートし、代替案の範
囲で干渉を回避できます。機械シミュレーションで完
全な工具と工具ホルダーの干渉チェックができます。

非常に使いやすいユーザーインターフェー
スの強力な同時５軸加工

同時5軸加工
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マルチブレード
加工
効率的にこれらの複雑な形
のパーツを荒加工、仕上げ加工する、複数の加工方法
で、マルチブレード加工オプションは、簡単にインペラ
ーと、ブレードディスクを取扱います。マルチブレード
パーツは.多くの産業で使用され、このジョブは異なる
マルチブレードの構成に必要な工具パスを生成する
ために特に設計されています。

ポート加工
ポート加工ジョブは、ポートを
テーパーロリポップ工具で加
工する使いやすい方法で、工
具全体で干渉チェックを行います。荒加工と仕上げ加
工の工具パスを、鋳物のポートとビレットの作成に提
供します。

コンター5軸加工
コンター5軸加工方法は工具
を一連の3D輪郭ドライブカ
ーブに沿って工具を傾け、同
時に工具軸を定義されたチルトラインに沿って傾け、
バリ取りとトリミングに理想的な5軸の工具パスを作り
ます。

スワーフ加工
スワーフ加工では工具の側面
を、正しい角度で側壁を加工す
るために、傾けることができま
す。スワーフ切削は、よりよい面品質とより短い加工時
間のために、工具の全有効長を使います。

多軸ドリル加工
多軸ドリル加工ジョブは
SolidCAMの自動穴認識を使
い、ドリル、タップ、ボーリング
サイクルをさまざまな穴の方向から簡単に早く行いま
す。全ての高機能なリンク、チルトと干渉回避方法がこ
のジョブで使えます。

HSMから多軸加
工へ変換
HSMから多軸加へ変換ジョブ
は、HSMの3D工具パスを完
全5軸加工に、干渉から保護さ
れた工具パスに変換します。
これは、最適な工具とパーツの接触点を維持し、より
安定して剛性を高くするために、より短い工具の使用
を可能にします。
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SolidCAMは、強力な工具ぱすと、早く効率的な旋盤
加工のための加工方法の、広範囲の旋盤加工パッケ
ージを提供します。

SolidCAM旋盤加工は、2軸旋盤、マルチタレット、サブ
スピンドル、ターニングセンタと複合旋盤を含む、広
範囲の工作機械のための機能を提供します。

複合旋盤では、C, Y とB軸加工とドリル加工は、完全
な統合と関連のあるプログラミングソリューションを
提供するために、旋盤と同じプログラムとして行われ
ます。

SolidCAMは、端面加工、溝加工、ねじ切り、ドリルのサ
ポートと共に、高機能の荒加工と仕上げ加工を輪郭
の旋盤加工を、固定サイクルまたは長いG-コードのど
ちらかで生成します。

旋盤とミーリング両方でストック
を更新
SolidCAMはジョブツリーでストックを常に更新しておく
ことができます。更新されたストックは、最も基本的な2
軸ターニングセンタから、CYBのマルチタレット、サブス
ピンドルの複合旋盤まででサポートされます。

サブスピンドルのあるターニングセンタで、コンポーネ
ントがメインスピンドルからサブスピンドルへ移動する
とき、更新されたス遠くも一緒に移動します。サブスピン
ドルでそれに続く加工でも、メインスピンドルのストック
のとり残し状態を検出し、可能な限り最も効率的間加工
シーケンスを、最終的に提供します。

工具パスの計算は、干渉回避とエアーカットの除去す
るための前加工された素材を含め、インサートと工具
ホルダの完全なツーリングを考慮します。

S標準的な治具ライブラリが使用でき、特別な治具も
追加できます。 

旋盤加工
早く効率的な旋盤加工のため
のSolidCAM旋盤モジュール
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先進の旋盤加工
 ▶ バランス荒加工:  2つの工具を同期、またはトレ

ーリングモードで動かし、長く大きいパーツの旋
盤荒加工を行う

 ▶ ヌスミ溝加工: どんな角度でも、内側またはその
側の傾斜した溝を加工

 ▶ マニュアル旋盤加工: ストックと加工モデルを考
慮せず、ユーザー定義の図形に従って旋盤加工
を行う

 ▶ 4軸同時旋盤加工: 曲線の輪郭をB-軸の工具傾
斜機能を使って、アンダーカットの領域を１回の
加工ステップで加工します

 ▶ マルチタレットの同期: 加工のタイムラインに沿
った、マルチタレットジョブを同期する強力な機
能
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今日マーケットで最も早く成長し、最も要求の多い
CNC装置のタイプは、いくつかの機能をワンパッケー
ジにした機械、マルチタスク加工機です。マルチスピン
ドル、マルチタレット、素材は複数のステージで加工
され、スピンドルからスピンドルへ人手を介さずに移
送され、一方にストックが挿入され、他方から加工の
終わったパーツが出てきます。

同時4/5-軸複合旋盤加工機は多用途で、他の構成の
機械にはない、柔軟性と能力があります。これを考慮
して、これらの多くは、複数軸、アッパータレット、ロー
ワータレット、CYBとサブスピンドルを持ちます。

すべての最新の多機能CNC加工機のプログラミング
をサポートするための、先進技術がSolidCAMにはあ
り、極限の柔軟性と多くの構成で、学習し使用するの
が簡単な、強力なプログラミング・ツールを提供しま
す。 

 ▶ テールストック、振れ止め、サブスピンドル、C 軸
に沿ったロータリーとリニアタレット、CY 軸とB 軸
の使用は、今日の複合旋盤では普通の機能です。
この衝突が起きやすい環境では、一つの環境で
SolidCAMの旋盤とミーリング機能を利用すること
で、これらの機械のプログラミングは、単純で安全
になります

 ▶ タレットの同期と完全な機械シミュレーションで
の、マルチタレットとマルチスピンドルのプログラミ
ングは一つの非常に強力なパッケージにシームレ
スに統合されています

 ▶ 強力で、革命的な iMachiningジョブを含む、全て
のSolidCAMのミーリングと旋盤ジョブは、複合旋
盤加工機のプログラミングが可能です。シミュレー
ションと干渉チェックのためにすべての補助装置の
定義が出来、考慮されます

複雑なマルチタレットとマルチスピンドル
のCNC工作機の簡単なプログラミング

先進の複合旋盤

複雑な複合旋盤CNC加工機の
簡単なプログラミング
SolidCAMは、これらの複雑な機械をプログラムする
だけでなく、最も効率的な工具パスと短縮したサイク
ルタイムのために、ミーリングと旋盤ジョブの間削り残
しの知的な管理で、そして、最も可能性がある生産性
を確実にします。
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複合旋盤機械シミュレーション
SolidCAMの複合旋盤機械シミュレーションは完全な
運動シミュレーションパッケージを提供します。そし
て、すべての旋盤とミーリングジョブの、そして、すべて
のCNC機械構成要素と装置のシミュレーションをサポ
ートします。機械構成要素、ワーク、治具とツールホル
ダーの間でシミュレーターは完全な干渉検出を提供
します。

すべてのサイクルと動作は機械構成要素とテールスト
ックと振れ止めのような補助デバイスの完全なグラフ
ィックスをサポートします、そして、パートが実際の工
作機械に達する前に完全にテストされて、安全を提供
します。

スピンドル間の移動 
パートをメインからサブスピンドルへの移動を、機械
コントロールオペレーションを使って制御できます。レ
ディーメイドのMCOは、最高のソリューションをこのプ
ロセスに提供します。

MCO – 機械コントロールオペレ
ーション
MCO（機械コントロールオペレーション）でユーザー
は、パートを製造している間、いろいろなコントロール
オペレーションを挿入することができます－これらの
オペレーションはCNC機械を制御して、例えば異なる
オプションと装置（例えば、治具の開閉、機械のドア、ク
ーラント、パートの回転、１つのテーブルからもう一つ
までのパートの移動、軸間の移動）を作動させます。

複合旋盤の
iMachining
複合旋盤パート
で、iMachining 2D & 3Dを使っ
てプログラミングとサイクルタイム
を短縮できます。その上、ワークの保
持がしっかりしてない状況でさえ、iMachiningするこ
とは、より小さな加工の力を使い、振動と過度の工具
摩耗を起こさないという、非常に重要なアドバンテー
ジあります。

機械ID
CNC加工機の構成要素と
その動作の定義が、容易
かつ効果的に、最も複雑
な複合旋盤加工機のセ
ットアップとサポートを、
ユーザーに可能としてい
ます。 
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原点定義と機上測定の新しい
モジュール

Solidプローブ

SolidCAM Solidプローブモジュール
SolidCAMのSolidプローブは、新しいSolidCAMモジュ
ールで、CNC加工機のプローブを使った、原点の定義
と機上測定を可能にし、加工されたパーツの品質とツ
ーリング管理を行います。 

SolidCAM機械シミュレーションで全てのプローブの
動作が完全に視覚化され、潜在的なプローブのダメ
ージを回避することができます。

プローブと加工ジョブの組み合
わせ
加工ジョブとプローブジョブはSolidCAM CAMマネー
ジャで混在して、SolidのCADモデルの上で同じ図形を
使うことができます。ソリッドモデルが変更されると、
加工とプローブジョブは自動で変更に同期できます。

Solidプローブはプローブを使う
全ての加工技術者に必須のモジ
ュールです:

 ▶ 簡単な原点設定

 ▶ 機上測定

 ▶ 工具長計測システムのサポート

 ▶ ソリッドモデルでの簡単な図形選択

 ▶ S幅広くプローブのサイクルをサポート

 ▶ 全てのプローブの動作を視覚化

 ▶ 異なるプローブコントローラのサポート
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原点定義 
Solidプローブは16の異なるサイクルを使って、簡単
な原点定義を可能にし、マニュアルの設定と置き換わ
る簡単な原点設定ソリューションを提供します。

サイクル動作のプレビュー
Solidプローブは2.5Dミーリングジョブと同じ図形を使
うことができます。公差の完全な制御、異なるソーティ
ングオプションとサイクル動作の直接的なプレビュー
が、提供されます。

機上測定
パートをCMM装置へ移送せずに、加工された表面を
測るため、Solidプローブサイクルを使うことができま
す－パートは工作機械自体で調べることができます。 

工具長計測シ
ステムのサポ
ート
Solidプローブモジュールは工具長計測システムをサ
ポートします。

このオプションで、ミーリングや旋盤工具を加工ジョブ
間にチェックができます。�全てのジョブの後または
工具交換時の工具のチェックが可能な、便利なオプシ
ョンです。安全な加工をもたらす、工具破損検知も可
能です。  
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SolidCAM – 統合型CAMのリー
ダー
1984年に設立され、CAM開発とアプリケーションに、
２６年以上の経験を持ちます。 

SolidCAMの、主なメインストリームの3D CAD システ
ム(SolidWorksとInventor)へのインテグレーション戦
略はSolidCAMを成長させ、SolidCAMが統合型CAM
のリーダとして評価されるに至りました。 

SolidCAMは2003年からSolidWorks
からゴールドパートナーに承認され、シ
ームレスな、シングルウインドウの統合
と、SolidWorksの設計モデルとの完全
なアソシエイティビティを提供します。

InventorCAMはAutodeskの承認プロダクトのステイ
タスを持ち、シームレスな、シングルウインドウの統合
と、Inventorの設計モデルとの完全なアソシエイティ
ビティを提供します。

SolidCAMは継続的な成長をするリーダーで、世界中
で最も成長の早いCAMベンダー（過去8年中5年）とし
て、CIMdataによって指定されました。

我々のアドバンテージ
 ▶ 強力で、使いやすい、完全な、統合CAD/CAMソリュー
ションで、iMachining 2D, iMachining 3D, 2.5Ｄ加
工, 高速曲面加工, 3D ミル/高速加工, 多面割出 4/5 
軸加工, 同時5軸加工, 旋盤加工, 高機能な複合旋盤, 
ワイヤーカットとSolidプローブを含む、主な加工アプ
リケーションの完全な範囲をサポートします 

 ▶ SolidCAMのユニークで革新的なiMachiningテクノロ
ジーは、CNC加工時間の70%以上を削減し、工具寿
命を劇的に延長します

 ▶ iMachiningテクノロジーウ
ィザードは、スピードと送り
と他の加工パラメータを
自動で決定する、信頼でき
るパートナです

 ▶ iMachiningはミーリング
CNCにおいて、信じられな
いほどの節減と効率化iを
提供し、そして、それが利
益と成功 にかわります。世界中のiMachiningを購入
いただいた、全てのSolidCAMのお客様は巨大な効
率化楽しんでいます！

SolidCAMについて
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セールス&サポートネットワーク
我々のワールドワイドのダイレクトセールスと多くの
国際的なSolidCAMの事務所からのサポートに加え
て、SolidCAMはワールドワイドのCAM代理店ネットワ
ークを50カ国にもち、最高のテクニカルサポートとポ
ストプロセッサの最適化を行っています。

お客様
19,000シート以上の、大きなユーザーベースで、機械
加工、電気、医療、コンシューマープロダクト、機械設
計、自動者と航空宇宙産業、モールド、ダイ、ラピッドプ
ロトタイプショップにインストールされています。 

SolidCAM プロフェッサー
我々のSolidCAMプロフェッサービデオは数百の簡単
にフォローでき、指定の機能に特化し、チュートリアル
ビデオは1日24時間、年間365日、我々のウェブサイト
にあります。

www.solidcam.com/professor

SolidCAM Universityウイークリ
ーWebinars
SolidCAM Universityは、パートナー、お客様、ご興味
をお持ちの方に、毎週Webinarを行っています。次の
SolidCAM webinarにご招待します。Webinarのデモの
間、プレゼンターと交流でき、全てのご質問にお答えし
ます。

www.solidcam.com/webinars

FacebookでのSolidCAM
我々のFacebookページに参加して、SolidCAMニュー
ス、iMachiningの成功事例、SolidCAMプロフェッサー
の動画、次のWebinar、イベントと製品のリリースなど
ニュースフィードを見て下さい。

www.facebook.com/SolidCAM

YouTubeでのSolidCAM 
SolidCAM & iMachiningのいくつかの強力な加工ビデオを
SolidCAM iMachining YouTubeチャンネルでご覧ください。 

www.youtube.com/SolidCAMiMachining
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SolidCAMのソフトをライブ加工でデモする、完璧な場所

SolidCAM CNCテク
ノロジーセンター

ドイツのSolidCAM GmbH テク
ノロジーセンター
我々の最大のテクノロジーセンターは、ドイツの
SchrambergにあるSolidCAM Gmbhオフィスにありま
す。 

全てのミーリング、旋盤、複合旋盤テクノロジーは深く
チェックされ、最新のCNC加工機でデモされます。

 ▶ Hermle C30 5-軸CNC 加工機

 ▶ DMG NTX 1000 複合旋盤で上部 B-軸, 下部タレ
ット, サブスピンドル付

 
全ての我々の主要な技術は、革命的なiMachining,同
時５軸、高機能な複合旋盤を含め、実際のセッティン
グでテストされます。 

トレーニングと教育の参加者だけでなく、お客様、代
理店もこの実務的な経験から大きな恩恵を受けます。 

CADモデルから完成品までをより早く – これは、我々
のテクノロジーセンターのモットーです。 
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タクテックス 岐阜 テクノロジー
センター
SolidCAMの最大のパートナーである、タクテックスのテ
クノロジーセンターは、日本の岐阜にあります。

▶ DMG MORI DMU-50  5-軸CNC 加工機

▶ OKK VC-X500 5-軸CNC 加工機

▶ MORI VM-5000 3-軸CNC 加工機

３台のCNC加工機が、SolidCAMのデモと実加工に用
いられ、お客様に革命的なiMachiningだけでなく、同
時５軸、HSM、HSSなどの加工を、実際にお見せするこ
とができます。

トレーニングルームは、実際のトレーニングのために、
機械の近くにあります。

実加工での検証

SolidCAMの加工技術は、実加工にてテストされ検証さ
れます。お客様は、ソフトウェアトレーニングと共に実加
工からの恩恵を受けることができます。

岐阜テクノロジーセンターのモットー

CAD/CAMだけでなく、トータルでお客様のお手伝いを
する。 – これは、タクテックスのテクノロジーセンターの
モットーです。
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