
高機能　部品加工向けCAD／CAMシステム

■動作環境(推奨)

CPU

対応OS

メモリ

HDD

GPU

インターフェイス

Intel Core i7

Windows７ Professional(32bit,64bit）Windows 8.1 Professional(32bit,64bit)

8Gbyte

10Gbyte以上の空き容量（インストール容量1.7Gbyte）

NVIDIA　Quadro　シリーズ　メモリ1Gyte以上 

モニタディスプレイ（1,280x1024以上 の画面解像度）

３ボタンマウス（スクロールマウス推奨）3DCONEXION SpaceNavigator使用可能

■ＣＡＤデータインターフェイス

標準
オプション

DXF,DWG,ME10,IGES,Parasolid(X_T)
STEP, ACIS, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, UG/NX, Creo(Pro-E), CATIA V5/V4

販売元

お問い合わせ・ご用命は下記販売代理店へどうぞ

URL: http://www.saeilo.co.jp URL: http://go2cam.net

関 東 営 業 所　　 〒344-0065 埼玉県春日部市谷原3-1-8 マルヤビル3F                   TEL:048(733)7011  FAX:048(733)3268

名古屋営業所　　 〒457-0038 名古屋市南区桜本町21 第2アマクサビル2F　           TEL:052(819)4500  FAX:052(819)4501

大 阪 営 業 所　　 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-4 シーアイビル3F　                TEL:06(6388)3311  FAX:06(6388)3511

広 島 営 業 所　　 〒733-0021 広島市西区上天満町2-7 ニシオカ上天満ビル2F          TEL:082(292)1331  FAX:082(292)0939

開発元

安心のサポート＆メンテナンスサービス（有償）
１．フリーダイアル／メールによるお問い合わせご質問、ご相談、不具合などへの対応。

２．ダウンロードサービス、FTP ファイル転送サービス、リモートサポートがご利用可能。

３．お客様個別対応としてポストプロセッサの作成、カスタマイズ対応、導入時の支援・指導を行っております。

タイプ 内　容

※詳細はお問い合わせください。

■オプションモジュール
名　称 条　件内　容

名　称記　号 ワイヤーフレーム 2.5 軸 
ミーリング 旋盤加工 ４軸 EDMソリッド

モデリング
３＋２軸

簡易３軸ﾐｰﾘﾝｸﾞ
自動穴加工
HMF

同時３軸 
ﾐｰﾘﾝｸﾞM3D

イケール対応、多数個取り加工のための機能

ソリッドモデル上の穴認識、穴加工工程のカスタマイズ機能

同時４軸加工のための機能

同時５軸加工のための機能

機械シミュレーション機能

ネットワーク上の複数のPCでライセンスを共有する機能

SM2以上に追加可能

SM2およびSL2以上に追加可能

SM4 以上に追加可能

SM4およびSL3以上に追加可能

SM4およびSL3以上に追加可能

製品一覧

２Dミーリング　CAD/CAM

ソリッドミーリングCAD/CAM

ソリッドミーリングCAD/CAM　�+ 自動穴加工

３DミーリングCAD/CAM

３DミーリングCAD/CAM　+ 自動穴加工

旋盤

複合旋盤

複合旋盤+３Dミーリング

ワイヤEDM 

SM1X

SM2

SM3

SM4

SM5

SL1

SL2

SL3

SE

マルチパーツ（MPM)

穴加工機能(HMF)

同時４軸ミーリング

同時５軸ミーリング(5AXIS MW)

機械シミュレーション(MTE)

フローティングライセンスサーバー

2014.9.24



わかりやすく簡単そして高機能 ノウハウ共有で作業効率UP
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タブで機能の切り替え

Space Navigator 対応

工程登録機能（オペレーションリスト） 強力な公差機能

クイックソリッド（SM2）

●幾何公差や穴公差の標準公差を加工寸法に活用できます。
●CAD図面の寸法公差の読込が可能です。
●公差寸法の修正によって加工寸法の自動修正ができます。

ソリッドモデルの面をクリックするだけ加工領域を設定で
きます。
●オープンな領域と閉じた領域を自動認識します。
●アンダーカット部を認識します。
●干渉領域を定義することができます。
●フィレットを認識します。 

オペレーションリストとして基本的な加工工程をあらかじめ
用意しました。導入後、すぐに利用できます。カスタマイズ
も可能です。

穴加工フィーチャ機能（HMF）
穴加工フィーチャは、穴の形状と加工工程がセットになった加工モデルです。
作成された穴加工フィーチャは、そのまま図形として配置して使用することもソリッドで認識された穴に割り当てて使用する
こともできます。

ソリッドモデルから穴形状を認識し穴加工工程を割り付けます。

●既に作成済みの加工工程を登録して流用できます。
●条件の追加によって工程作成の自動化が可能です。　　
●ミーリング、旋盤、ワイヤカットで利用できます。
●CAM作業の負担の軽減、時間の短縮、コスト削減が可能です。

データベース
機械情報
工具情報
工程情報
切削条件
自動参照

荒加工

仕上加工

底面仕上

仕上

ツールパスに公差を反映

登録

利用

ツリー構造の工程リスト

割り出し／同時５軸加工

ワイヤカット

旋盤／複合旋盤

マルチパーツ

縦型旋盤

イケール加工

大きな作業画面
わかりやすい加工定義

特徴
●標準穴フィーチャが用意されています。
●穴のカスタマイズは、お客様自身で作成が可能です。 
●ソリッドモデルの穴形状を自動認識します。
●CSV 形式の穴情報から穴の配置と加工工程の作成が 
　可能です。
●穴加工フィーチャは、手動でも配置できます。ソリッド自動認識

ソリッド面の色による加工領域の自動認識が可能です。

特徴
●ソリッドの底面の色を認識してポケット加工のパスを自動的に作成します。
●ソリッドの側面の色を認識して輪郭加工（G41 , G42 工具径補正付き）の
　パスを自動で作成することができます。 
●円筒面色による穴加工工程の自動割り付けが可能です。
●色を認識する加工工程を簡単に作成することが可能です。

認識 工程
割り付け

整理されたアイコン表示



ソリッド形状加工（SM2） 対称パーツ作成
ミーリング
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２D／３Dデータの併用が可能 ２Dミーリング CAM機能

ソリッドモデリング（SM2以上）

●２D図形とソリッドモデルを併用可能です。
●データタイプが異なっても同じ作業環境で CAM操作が行
　えます。

■図形を変更すると関連要素に反映されるパラメトリック機能
■ワイヤーフレーム、ソリッドモデリング、作業平面作成
■強力な公差機能
　→幾何公差や穴公差の標準公差をサポート
　→公差の修正を加工サイクルに反映
■ポケット加工（未加工部切削機能、HSM機能付き）
■輪郭加工（輪郭、輪郭再加工、溝、面取り、テーパ加工）
■穴加工、裏面加工、真円加工
■突き加工、かまぼこ加工、文字彫り
■５面加工（５軸割り出し）

ミーリング CADCAM機能の特徴

●２Dデータのみで以下のような加工が可能です。 
●底高さの違うポケットや複数の島を含む加工が１工程で
　作成可能です。

●読み込まれた２Dの図面から簡単にソリッドを作成できます。
●モデリング：掃引、回転、ドライブ掃引、ロフト、カバー
　面、球、円柱、ブーリアン演算、フィレット作成機能など
　を使って素早くソリッドモデルを作成できます。

図形修正機能
●取り込んだ図形に問題（複数図形要素の重なり、僅かな隙
　間等）があるかどうかを確認し、瞬時に自動修正する機能
　があります。

図面データ 立体化 ソリッド化 ソリッドパーツ完成

深さの異なるポケット加工 島つきオープンポケット加工

面取り加工 R面取り付きテーパー加工

図形の不連続部分を検出し、連続した図形に修正します。 投影図作成 スワーフ加工 投影加工

可動治具

斜面部のみの加工 平坦部を含めた加工 ポケットモーフィング

５軸溝加工

製     図
●寸法線、注記を記入することができます。　 
●図枠、表題のテンプレートを搭載しています。
●ソリッドモデルから簡単に投影図を作成することができます。

同時４軸ミーリング　オプション

アドバンス５軸加工　オプション

●回転軸（C軸）を含む、同時４軸加工を行います。

円筒補間加工 ( 展開平面）
●回転１軸＋2軸加工を行います。
●テーパ面にも対応しています。

●ソリッド形状に対して簡易３Dミーリングのパスを作成し
　ます。
 ●素材形状を考慮した加工や、前工程の削り残した部分のみ
　を加工する再加工機能があります。

３軸ミーリング

●同時５軸ツールパスを作成できます。
●複合加工機環境でも使用可能です。

●１つのパーツからツールパスを含む左右対称のパーツを
　作成できます。
●ダウンカット（アップカット）を維持します。

●イケールに対応しています。
●１つのパーツの変更を容易に他に反映することができます。
●加工順序の最適化が可能です。 
　( パーツ毎、工具毎、セット毎 )

平面部を自動認識し、良質なパスを作成できます。 
ラジアスエンドミルを有効に活用できます。

マルチパーツ加工  オプション （MPM）

同時３軸加工を行います。
●荒加工、再加工
●仕上げ加工
●未加工部切削
●水平部未加工
●垂直部未加工
●ペンシル加工　
●モーフィング加工

修正前

修正後

荒加工 再加工

等高仕上げ 平面仕上げ



旋盤･複合加工 ワイヤカット

GO2operator
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旋盤用ソリッドモデル作成機能

豊富なシミュレーション

素材を認識したツールパス
２D図形から容易に旋盤加工用のソリッドデータを作成で
きます。

■シャフト作成：旋盤加工用 CAD図形をパラメトリックに作成することができます。
■任意の素材形状を２D図形から作成できます。
■ソリッド CADモデルから旋盤用図形を自動作成可能です。
■パートストック：磨き工程のための仕上げ代の追加が可能です。

CAD機能

■加工タイプ：荒加工、仕上げ、オフセット荒加工、溝切り、
　穴加工、ねじ切り、切り落とし
■使用工具：外形／内径／端面用バイト、突っ切り、ねじ切り、
　総形バイトなど
■付加機能：フィーダ、コレクタ動作の追加  タテ旋盤対応
■工程の入れ替えによる再計算機能

CAM機能（SL1）

■SL1 の機能にソリッドモデリング機能、ミーリング機能が追加　　
■ガントチャートによる同期加工定義可能
■５ターレット、２スピンドル、Ｃ、Ｙ、Ｂ軸に対応
■シミュレーションで複数ターレット、テールストック、
　振れ止めなどを再現
■パーツフィード、パーツ反転、サブスピンドル掴み替え
■オプションにより同時 3軸加工が可能

CAM機能（SL2）

■ワイヤーフレーム、ソリッド、EDM専用の CAD機能を装備
■簡単にスタート点の自動設定が可能
■テーパー定義 : 一定、可変テーパを４軸加工機での加工用に作成
■自動結束点作成
■同期点をダイナミックに定義可能

CAD機能

■パンチ・ダイ加工
■ストレート加工、テーパー加工、４軸加工、コアレスｽ加工
■複数カットデータベース
■オペレーションリストによる自動工程作成

CAM機能

ストックの切削状態を認識することで工程を入れ替えても
最適なパスを生成します。

読み込まれたソリッド
モデルから旋盤図形を
自動作成します。

素材を認識したムダの無いツールパス

旋盤加工専用 CAD機能
パーツ形状の他、素材の形状も定義可能。
作成した形状は、そのまま回転体
のソリッドにすることができます。

加工タイプと特徴

加工工程と加工条件が任意に登録でき、加工輪郭線に割り付けるだけで
複数回加工の軌跡を作成できます。

ストレートカット

CAM担当者が不在でも機械オペレータによる安全な編集を可能し、修正待ちで機械の稼働率が上がらない課題を解決します。
GO2operator の操作は、非常に簡単で切削条件、工具番号、加工パラメータ、工具径などが変更できます。
シミュレーションも可能です。 また、修正されたデータはGO2camによって修正履歴を確認することができ、品質管理における
トレーサビリティの向上に役立ちます。

2D図形にテーパ情報を割り付け、ソリッドレスでテーパ加工が行えます。 

テーパーカット

複雑な形状でも、大きな削り残しが出ない信頼できる軌跡を作成すること
ができます。

コアレス加工

上側の輪郭図形と下側の輪郭図形から４軸加工のツールパスを作成します。
ワイヤ角度が機械の制限値を超えると、その部分を表示します。
同期点を編集する機能を使用して、スタート点を変更することができます。

４軸加工（上下異形状）

ポストプロセッサ対応機械
AGIE( アジエ )：Classic, Evolution, AgieCUT, Cut20
CHARMILLES ( シャルミー ): Robofil (CMD files), 
CTMill, Profil, X050
FANUC, ソディック, 三菱電機, ONA, 日立, JAPAX, 
BROTHER, ANDRE, MAKINO 等

4 軸加工による上下異形状加工

テーパー加工のコーナーの処理 コーナー部の追加パス

コアレス加工

機械シミュレーションMTE 同期加工のシミュレーション（オプション）

切削条件
工具番号
加工パラメータ
工具径　の変更が可能

CAMデータ


