
機械動作切削シミュレータ

■推奨PC仕様

OS

CPU

RAM

グラフィックカード

モニター

HDD

マウス

メディア

ネットワークカード

Windows7 64/32bit, Windows8.1  64/32bit WindowsServer2012R2

クワッドコアCPU（Corei7など, 3.0GHz以上）推奨　最低デュアルコアCPU（2.0GHz）以上

64ビット版16GB以上推奨　最低8GB以上が必要　32ビット版は4GB

Quadroシリーズ　メモリ１GB以上推奨（最低512MB以上が必要）

解像度1280*1024以上、96dpi以上

空き容量推奨5GB以上　(フルインストール時の容量730MB)

3ボタン(スクロールタイプ)推奨

DVD

必須

■製品構成 

標準版ベーシックパッケージ

標準版プロパッケージ

標準版ユニバーサルパッケージ

同時3軸ミーリング（XYZ）+ 割出し2軸（回転軸）+ 同時2軸旋盤（XZ）

プローブシミュレーション 有/無

ミーリング（同時5軸）+ ミルターン（同時5軸、1主軸、1タレット）

プローブシミュレーション 有/無

ミーリング（同時5軸）+ ミルターン（同時5軸）+ マルチチャンネル（同期加工）+ パラレルリンク

プローブシミュレーション 有/無

■標準データインターフェース 

入力

出力

IGES, STL, STEP

STL

(標準版以外では、ワンマシン版もございます。) 

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/

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

本　　　　 社　〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟2F     TEL:043(350)4811  FAX:043(350)4812

開発元

あてはまる内容はありませんか？

□ 機械上で NC プログラムをテストしている

□ CAM や手打ちの NC プログラムに不安がある

□ 機械干渉の経験がある

□ クランプ、工具を損傷させた経験がある

□ 精度の不具合で再加工した経験がある

□ 設計と現場のコミュニケーションに問題がある

□ 最適化に興味がある

もし上記の内容にあてはまるものがあれば

NCSIMUL Machine が役に立ちます

NCSIMUL Machine のメリット

時間とお金を節約し、大切な設備を守ります

● PC 上で切削シミュレーションをすることで、

　 機械の稼働率を上げます

● 機械や工具、クランプの干渉箇所がすぐに分かります

● 作業者のペースでシミュレーションを行えます

● 3D のビューワで現場とのコミュニケーション

　 が向上します

● 最適化の機能により加工時間、工具寿命、

　 加工品質を改善します



スプリングテクノロジーズ社
NCSIMUL Machine 開発元であるフランスのスプリングテクノロジーズ社は、切削シミュレーションを始めとし、工具管理、

技術ドキュメント管理、切削条件管理等の生産管理を支援するソフトウェアを開発している先進技術企業です。

現在に至るまでお客様の声を聞き、使いやすさを重視しながら付加価値の高い機能を開発し、製品を市場に提供しています。

NCSIMUL Machine の基本機能

3 段階の検証プロセス

NCSIMUL Machine は、

「NC プログラムのエラー検証」、

「加工中の警告検証」、

「加工物の形状検証」と

3 段階で検証を行います。

その為、NC プログラムの問題を合理的に検出し、

修正することができます。 
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同社は、生産プロセスを向上させるツールとして「NCSIMUL Machine（切削シミュレーション）」を含む下図の構成とプロセス

を世界の産業界に提案しています。

NC プログラムのエラー検証

NCSIMUL Machine は、NC プログラムの読み込み時に解析し、

問題があればエラーメッセージで通知します。サブプログラ

ムやマクロ文などで構成された NC プログラムも解析するこ

とができます。

作業者は切削シミュレーションを実行する前に、プログラム

編集機能でエラーを修正することができ、修正された

NC コードは即座に切削シミュレーションに反映されます。

エラーの種類には、下記のものがあります。

加工物の形状検証 

加工物を 2D の図面や 3D モデルと比較して、正しく切削され

たかどうかを検証します。また、切断面機能でより計測しやす

い環境を作成します。

計　測：素材の寸法を計測するために、NCSIMUL Machine に

　　　　は多くの計測機能が準備されています。主に 2D の図

　　　　面に対する加工物の寸法検証に使用します。

面比較：完成形状の 3D モデルとシミュレーションで加工され

　　　　た素材との面を比較し、食込みと削り残しのレベルを

　　　　カラーマップで表示します。さらにマウスで指定した

　　　　場所の削り残し、または食込みの値を測定できます。

切断面：指定した平面で素材を切断することで、素材の見えな

　　　　い部分の計測や面比較を確認することができます。

　　　　さらに連続的に平面を動かすことで素材の内部構造を

　　　　観察することができます。

●構文エラー（コード打ち間違い）  ●機械軸の範囲外エラー

●円弧補間エラー　●未定義工具エラー

●最大送り速度超過エラー

( 上記はエラーの一部です。)

加工中の警告検証

加工中（切削シミュレーション中）に発生する切削の不具合

および機械干渉などの警告を通知します。発生した警告は

切削シミュレーション停止時に修正後、その修正箇所からの

切削シミュレーションの開始ができます。また、同時 5 軸

加工までの工具の突き出し長さの自動計算も行えます。

さらに、作業者は、切削シミュレーション中でも画面操作を

することができ、いつでも見たい方向から切削シミュレーシ

ョンを確認できます。

警告の種類には、次のものが含まれます。

●干渉 ( 機械、クランプ、素材、工具 )　●早送り加工検出

●停止スピンドル / チャック検出　●切削深さオーバーラン

●ホルダーでの切削検出　●危険送り速度での工具切削検出

( 上記は警告の一部です )

スプリングテクノロジーズ社

代理店 ( 図 1 ：世界で活躍するスプリングテクノロジーズ社とその代理店 )

( 図 2 ：NCSIMUL Machine の構成 )

■NCSIMUL Machine 導入事例　エアバス社

NCSIMUL Machine はエアバス社の要請でスプリングテクノロジーズ社が

開発した商品です。

スプリングテクノロジーズ社の開発チームは航空機メーカーのノウハウと

要望をこの製品へと反映させてきました。

現在、フランス国内のエアバス社工場では、約 30 シートを超える

NCSIMUL ライセンスを使用しています。

詳細はセイロジャパンホームページをご覧下さい。

http://www.saeilo.co.jp/products/case.asp?id=131
( エアバス社　ジェット旅客機 A380）

( 図 5：切断面を利用した計測 )

CAM

ツールパス作成

NCSIMUL Machine の構成

CAM インター
フェイス

NCSIMUL Machine
（切削シミュレーション）

OPTITOOL
（最適化）

エアーカット

ラーニング

モード

TMP モード

NCDOC
（レポート）

工程表

3D ムービー

加工

教育

ビジネス

特長！
CAM/PP

NC プログラム

のエラー検証

加工中の

警告検証

加工物の

形状検証

NCSIMUL Machine

1 段階

２段階

３段階

加工エラー

警告

形状の不一致

( 図 4：面比較を使用した加工物の計測 ) 

( 図 3：3 段階の検証プロセス )



加工セッションを保存

簡単操作で早期立ち上げ 
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ツールパスの表示を制御することで、より視覚的に工具動作を

観察することができます。

１）工具動作がツールパスの色別で確認可能

　・早送り、および切削送り動作が色別で表示可能

　・切削送り動作は、更に速度レベル毎に色別で表示可能

　・径補正有効時の工具中心のツールパスが別途表示可能

２）ツールパスが工具毎及び指定プログラム範囲毎で表示可能

直感的な操作で工程作成 

シミュレーション工程を

作成する際に、シミュレ

ーションに必要な機械、

工具、素材、クランプな

どを直接ドラッグ&ドロ

ップで配置し、簡単に工

程を作成できます。 

整理されたアイコン

操作に必要なときだけ詳細アイコンが表示され、普段は隠

れるようになっています。

CAM の環境に合わせた操作性

NCSIMUL MachineL の画面操作を、CAM で使用している操

作環境に合わせることができます。

ショートカットキーへの機能割り付け

NCSIMUL Machine の機能をショートカットキーに割り付け

ることができ、マウスでの面倒な操作を省力化します。 

リバースシミュレーションに

よる作業者ペースでの検証

NC プログラムの行ごとに工具の位置だけではなく、切削中の

素材の形状も記憶します。プログラムを前後にたどればその時

々の素材形状が再現されます。後戻りが自由に行えますので、

作業者は自分のペースで加工の確認ができます。

バッチモードによるシミュレーションの無人化

複数のシミュレーション工程をリスト化しておけば、指定した

時間に自動で各工程を実行し、その結果のプログラムエラーや

加工警告を表示します。さらに加工セッションを保存するので、

切削後の加工状態をそのまま呼び出すことができ、スムーズに

解析作業に入れます。夜間や週末に無人でシミュレーションを

実行することで、効率よく時間を使うことができます。

( 図 6：3 つの画面間で相互に連動 ) 

( 図 7：早送り、切削送り、径補正後のツールパス )  

( 図 9：「リバースシミュレーション」ありとなしのプロセス ) 

( 図 10：「加工セッション保存」ありとなしのプロセス ) 

( 図 11：バッチモードによるスケジュール運転 ) 

特長！

業界初！

加工セッションによるシミュ

レーション環境の丸ごと保存

シミュレーション中の加工環境を切削状態も含めて丸ごと保存

します。作業者が加工終了時の状態を保存しておけば、必要に

応じてその状態を呼び出すことができます。シミュレーション

を再度行う必要がないため、スムーズに加工後の解析作業に入

れます。

業界初！

検証を省力化するための強力な支援機能 

効率的に NC プログラムを分析し、検証を省力化することができます。 

３つの画面間で相互に連動 特長！

ツールパスの表示制御機能 特長！

3D 画面

（機械動作を表示）

プログラム画面

（NC プログラムを表示）

情報画面

（シミュレーション情報を表示）

情報画面から 3D およびプログラム画面への連動

情報画面のプログラムエラー及び加工警告のメッセージの指定により、その時の工具位置を 3D 画面で、NC プログラム位置

をプログラム画面で確認できます。

プログラム画面から情報および 3D 画面への連動

プログラム画面の NC プログラムの指定により、その時の NC モーダル情報および変数値を情報画面で、ツールパス上の工具

位置を 3D 画面で確認できます。

3D 画面から情報およびプログラム画面への連動

3D 画面上のツールパスや切削面の指定により、その時の NC モーダル情報および変数値を情報画面で、NC プログラム位置を

プログラム画面で確認できます。

( 図 8：ドラッグ & ドロップで簡単にシミュレーション工程の作成が可能 ) 

切削シミュレーションの常識を変革する上位機能 

ドラッグ & ドロップ

「リバースシミュレーション」なし 「リバースシミュレーション」あり
警告を修正
したら都度、
シミュレー
ションを最
初から実行
しなくては
いけません。

警告で停止し
た位置から指
定プログラム
行だけ素材形
状を保存でき
ますので、さ
かのぼっての
分析が可能で
す。さらに修
正位置から再
シミュレーシ
ョンできます。

切削シミュレーション

警告①検出／修正

警告②検出／修正

プログラム分析終了

修正位置から
再シミュレーション

修正位置から
再シミュレーション

「加工セッションの保存」なし

の場合のプロセス

「加工セッションの保存」あり

の場合のプロセス

「加工セッシ
ョンを保存」
なしの場合、
切削素材の
再分析の際
に再シミュ
レーション
が必要であ
り、２度手
間になりま
す。

「加工セッシ
ョンを保存」
ありの場合、
切削素材の
再分析を再
シミュレー
ションなし
でおこなえ
ます。

切削シミュレーション

切削された素材の分析

NCSIMUL Machine を閉じる

もう一度、切削された素材の分析がしたい！

加工セッションを保存

バッチモード

により、空い

ている時間帯

にリスト化さ

れた工程を連

続してシミュ

レーションで

きます。



NCSIMUL Machine
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3 段階の効率的な処理（解析、エアーカット処理、切削データベースでの処理）により、目的に応じた最適な加工条件を

計算します。更に一定の切り込みでの最適化モードは加工時間、工具寿命、加工品質の三つ巴での最適化の導入を容易に

行えます。

( 図 12：ラインシミュレーション ) 

( 図 13：同期加工シミュレーション ) 

( 図 16：CAM で使用したデータを再利用し、NCSIMUL Machine でシミュレーションを行う )

( 図 17：2011/2/22 現在の CAM インターフェース対応リスト )

多様な機械動作シミュレーションに対応 

1. プローブ測定の動作シミュレーション

2. パレット交換や ATC に対する動作シミュレーション

3. クランプや素材に対する段取り換えシミュレーション

4. 複数の機械を使用するラインシミュレーション

5. 複数の系統をもつ機械の同期加工シミュレーション

6. パラレルリンクのような特殊な機械のシミュレーション

CAM > NCSIMUL インターフェースを使用することで、CAM で作成した工具、素材、クランプ、完成形状、NC プロ

グラムを NCSIMUL Machine に渡し、シミュレーションのための準備時間を大幅に削減することができます。CAM ソ

フト上から直接 NCSIMUL Machine を起動することができ、すぐにシミュレーションを行うことができます。 

多様な工具への対応 

数値入力で簡単な工具を作成するだけではなく、複雑

な工具も 3D データを用いて作成することができます。

さらに測定可能なタッチプローブも作成できます。 

特長！

リアルなシミュレーションのための拡張性 

CAM > NCSIMUL インターフェースでシミュレーション準備時間削減 特長！

( 図 14：プローブによる位置測定 )

( 図 15：3D 工具で複雑な工具にも対応可能 ) 

NCSIMUL Machine のオプション機能

対応 CAM

Catia V5

Pro/ENGINEER

CimatronE

GOelan

MasterCam

HyperMILL

NX

EdgeCAM

TopSolid

Esprit

　　　　　　　　　　　　 渡されるデータ

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

NC プログラム、　　工具情報、　　素材、　　クランプ、　　完成形状

OPTITOOL によるツールパスの最適化

NCDOC は、高機能ビューワのためのファイル出力とお客様書式でのレポート出力を行い、顧客や部門間コミュニケーション

の改善に貢献します。

ビューワソフト (NCSIMUL Playerr) は、ライセンス不要ですので、現場の PC に自由にインストールできます。 弊社のホーム

ページからダウンロードしてください（無料）。

NCDOC によるコミュニケーションの向上 

送り動作を最適化することにより、サイクルタイムの短縮を図ります

早送り 切削送り 切削送り 早送り

最適化前

最適化後

切削送り早送り 早送り

節約 節約

OPTITOOLで定義された安全距離

無駄なエア

ーカットは

早送りに

無駄なエア

ーカットは

早送りに

一定の切込みでの

送り速度を最適化

（チップフロー安定）

様々な種類の情報出力

XML ファイル

画像（加工の流れ、工具情報、

その他取得画像など）

NCDOC 起動

バッチ処理による文章作成

ページによる配列

対話的な編集機能

ページの追加

情報の自動取得

手動での補足作業可能

NCSIMUL の様々な情報を

コメントし PDF 形式で出力し、

NCSIMUL へ

NCSIMUL NCDOC


