
INDUSTRY 4.0
NCSIMUL

NCドック

切削シミュレーション…だけじゃない！
あなたの現場の加工設備を活かすトータルソリューション

NCSIMUL SOLUTIONS



生産性
の向
上

もっと生産性を上げたい！
それは、どのお客様もお持ちの願いです。

30 年来、繰り返されたモノづくりの流れを
一新することで、加工現場の生産性向上をス
ピードアップします。

そのためのツールが、NCSIMUL SOLUTIONS
（エヌシーシミュルソリューションズ）です。
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生産コスト

素材の有効利用

不良品の回避

無人加工の実現

検証時間の削減

切削工具コストの
削減

ツールパスや
マシンに適合した
最適な工具を使用

工具寿命の延長

ダウンタイムと
設定時間の短縮

マシンクラッシュの
防止

設備全体の高効率化

生産コストの削減
現場の問題を解決



NCSIMUL SOLUTIONS について

NCSIMUL SOLUTIONS の構成

NCSIMUL SOLUTIONS の導入事例：エアバス社
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切削シミュレータ NCSIMUL MACHINE は、まさにエアバス社の要望で
開発されました。
切削シミュレーションでの導入実績は 30 シート以上で、リベットマシ
ンやコンポジットでの積層シミュレーションなど、NCSIMUL はエアバ
ス社と共に発展したソフトです。

詳細はセイロジャパンホームページをご参照ください。

CAD/CAMインターフェイス
page8参照

切削条件の最適化機能
page9参照

page7参照
切削シミュレーションビューワ

Gコード変換ソフト 機械動作切削シミュレータ

現場の設備環境の不測の事態に対応する解決策のご提案です。

このシステムは現場での加工機の運用を柔軟に行えるだけでなく、NCプログラムの作成を行う CAD/CAM
のご担当者への負担を軽減し、新しいプログラム作成に集中させてくれます。

共通のデータベースで動作するオールインワンソリューションです。

→ 機械切替えで再プログラミング
→ 現場で機械設備の有効利用
→ CAM担当者の負担軽減 

→ Gコードをそのままイン /アウト
→ 画面連動で不具合を早期発見・早期対応
→ 手戻りなく効率的な 3段階検証

NCSIMUL 4CAM

＜共通有償オプション＞ ＜専用標準オプション＞

NCSIMUL MACHINE

⇒ 柔軟な再プログラミング ⇒ 安全な加工

自動レポート作成 /編集機能
page10参照

page3.4参照 page5.6参照



NCSIMUL
4C A M

Gコード

APT

GコードOK

GコードOK

GコードOK

ハイブリッドに CAM
プログラムを再構築

複数機種の
工作機械に対応

Gコードプログラム作成作業
検証／最適化対応
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CAD/CAMからの CL（APT プログラム ) を取込み、指定した機械のNCプログラムに１クリックで変換し
ます。これにより、現場での機械のアクシデントにも対応できるNCプログラム書出しが行えます。

結果として、現場主導で柔軟な対応が行え、CAM作業者の負担を減らすことができます。

NCSIMUL MACHINE と４CAMの機能分担表
各々のソフトは下記の表の様に機能が分担されています。
既存の切削シミュレータをお持ちのお客様も、NCSIMUL 4CAMをご利用いただけます。

● CAD/CAM から取り込まれた CL 情報（APT) は、方言のない共通の形式で保存されます。これにより、CAM
　 の機種を超えての CL のご利用が可能になります。
● 工程内でのツールパス編集（送り速度、主軸速度、工具方向変更等）が行えます。CAMに戻ることなく、CL
　 情報に簡単な変更が行えます。
● 工程毎に素材の途中形状を確認できます。形状を確認しながら工程編集が行えます。
● 機械データは、ポスト機能を持たせています。機械を指定するだけで、NC プログラムに変換されます。対象
　 機械の切り替えも簡単です。

※Gコードを取込み、双方向の加工プロセスにするためには、NCSIMUL MACHINE が必要です。

Gコード変換ソフト
NCSIMUL 4CAM新製品

加工機の切り替えによる Gコード変換
干渉検出（プログラム読込み時／変換時）
工具交換管理（工具毎にプログラム管理）
ツールパス移動の最適化（工程入れ替え時に前後を最短で結ぶ）
新しくシミュレーションされた Gコードの書き出し
Gコード、および APT プログラムでの切削シミュレーション
切削シミュレーション中の干渉検出
加工物の計測、」及び完成形状との形状比較
サイクルタイムの最適化
最終 Gコードプログラムの編集およびカスタマイズ

機能分担 NCSIMUL MACHINE NCSIMUL 4CAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯

データー入力 加工部品



NCSIMUL ４CAM単体での運用

NCSIMUL MACHINE とのセットでの運用
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CAMの加工工程を簡単に編集 ! 臨機応変に加工工程を分配 !

取り込まれた CL（APT) 情報は、CAMと同様の工具単位の工程で表示されます。
　①１つのプログラム内にある各工程を工程単位で入れ替えが行えます。
　②工程単位での別の加工プログラムに対して、工程の分離、および合成が行えます。

NCSIMUL MACHINE、および 4CAMの間では、ワンクリックで簡単にデータ切り替えが行えます。
　そのため、Gコードプログラムを取り込んだり、機械間で直接にGコード変換も行ったりできます。
　①ある機械での現場での最終加工プログラムを即座に別の機械用に変換して利用できます。　
　②現場にあった過去の機械での加工プログラムを現在の機械のものに変換して利用することが出来ます。

APTを介してCAMの加工工程の入れ替え、
及び複数のCAMの加工工程の組合せが行えます。

図の例では、同じ箇所の以下の加工工程を最後にまとめました。
①スポットドリル加工　②深穴加工　③タップ加工

５軸加工の部品用の
全プログラム(100%)

加工機の状況に合わせ
NCプログラムを分配

30%分配

70%分配 ５軸加工部分のみ

３軸加工部分のみ

各工程を
カット&
ペースト

異なる機械間の直接変換OK ! 新規設備の生産性向上促進 !

変換後のNCプログラムに
対する検証もその場で行えます。

生産性UPのために入れ替えた
機械で、入れ替え前の機械の
加工プログラムを使用できます。

Gコード

Gコード

Gコ
ード
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切削シミュレータNCSIMUL MACHINE は、Gコードダイレクトのシミュレータです。NCプログラムを変換
することなく直接読み込み、編集し、そのまま現場で加工できます。また、他のシミュレータでは見られな
いユニークな機能も持ち合わせています。

特徴とメリット
NCSIMUL Machine は、下記の３つの基本的な特徴で検証の
効率UPに貢献します。

1. G コードダイレクト
　読み込んだGコードをそのまま解読され、編集が可能です。
　修正されたNCプログラムは、そのまま機械で加工可能です。

2. 画面の操作性
　検証に必要な画面が互いに連携動作を行うことで、問題点の
　早期発見と早期解決を可能にします。

3. 3 段階の検証プロセス
　手戻りのない 3段階のプロセスで、無駄のない検証を行います。
　①NCプログラムのエラー検証
　　読み込み時にNC装置と同等以上のNCプログラムチェック
　　を行います。（文法、補正エラー、範囲外、マクロ解析等）
　②加工中の警告検証
　　切削不具合、機械干渉中心のチェックを行います。
　　工具突き出し長さの最適値を自動計算します。
　③加工物の形状検証
　　切削後の計測、および加工結果と完成形状の形状比較。
　　形状比較では、食い込み・削り残しとその値を計測できます。

機械動作切削シミュレータ
NCSIMUL MACHINE

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

1 段階

２段階

３段階

加工エラー

警告

形状の不一致

3段階の検証プロセス

画面の連動性

NCプログラム読込み時の
マクロ解析 ( タッチプローブ） 加工物の形状検証



リアルなシミュレーションのための拡張性
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２つの工程間でのプロセス比較例 工程 1用機械 工程２用機械 共通の加工

複雑な機械動作シミュレーションにも対応
1. プローブ測定の動作シミュレーション（測定可能）
2. 複数の機械で行うシミュレーション
3. 複数系統を持つ複合同期加工シミュレーション

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
工具も直接 3Dデータを用いて作成することが出来ます。

プロセスの比較機能
異なる検証データ（プロセス）間で、加工時間および切削距離（ツールパス長さ）の比較が行えます。対象はシミュ
レーション用およびGコードコンバータ用の検証データです。異なる機械間でのNCプログラム加工評価が行えます。

工具突き出し長さの最適化
工具ホルダーが素材や冶具に接触しない丁度良い工具の突き出し長さを計算します。
開始時の工具突き出し長さは長くても短くても計算が行えます。

工程１ 工程２( 参照 ) 結果 ( 利得 )
最適化後 いいえ いいえ NA
切削距離 17.594106ｍ 18.590657ｍ +0.997ｍ (-6%）

早送り時間 33” 48” +15” (-45%）
切削時間 14’ 11” 10’ 52” -03’ 19” (+23%）
合計時間 14’ 44” 11’ 40” -03’ 04” (+21%）

工具ライブラリー工具番号

ホルダー下長さ計算
ホルダー下の未定義長さ ホルダー下の最小長さ

１ lib-3947.lib 30 ㎜ 22.1 ㎜
２ lib-3947.lib 30 ㎜ 34.1 ㎜

３ lib-3947.lib 31 ㎜ 27.6 ㎜
４ lib-3947.lib 30 ㎜ 34.4 ㎜
５ lib-3947.lib 31 ㎜ 27.7 ㎜
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切削シミュレーションの結果を確認できるビューワソフトです。ライセンス不要で単独で使用できます。
現場とのコミュニケーションツールや、お客様へのベンチマークのプレゼンテーションとしてご利用いた
だけます。

NCSIMUL MACHINE 用 PC 端末 現場のNCSIMUL Player 用 PC 端末

NCSIMUL MACHINE 専用の無償オプションになります。

NCSIMUL Player では、以下の内容の確認が行えます。
①シミュレーション動作の再生
②シミュレーション後の計測作業
③NCSIMUL MACHINE での基本操作（定義や再シミュレーションは行えません )

切削シミュレーションビュワ専用プレーヤー
NCSIMUL Player

専用標準オプション

プロジェクト
ファイル
読み込み



CAD/CAMインタフェース
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ここからは、NCSIMUL MACHINE, および４CAMでご利用可能なオプションです。

実加工

シミュレータ　　NCSIMUL MACHINECAD/CAM CimatronE

完成した成果物　( ロボット )

現在対応中の CAD/CAM

お客様の CAD/CAMでご利用のデータをNCSIMUL MACHINE, および４CAMに送り、各々のソフトに必要
なデータとして受け渡し、すぐ作業できる状態にします。
（素材、完成形状、クランプ、工具、プログラム）

CAD/CAMから加工まで一貫したデータの検討が行えます。

上位工具管理システムとのデータ連携
ZOLLER 社等の上位の工具管理システムでの工具情報を NCSIMUL MACHINE、および４CAM に取り込む
インターフェイスです。

工場内で管理されている工具のアセンブリー状態
で NCSIMUL 側に工具情報を取込めます。

現場の機械にセットされる工具と同じ内容の工具
を切削シミュレーションに使用できます。

共通有償オプション

CAMインターフェース
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(1) 切削解析計算 

(2) エアーカットの最適化

旋削加工の解析と最適化

(3) 切削の最適化

切削条件の最適化機能
NCSIMUL OPTITOOL

※2019R1 バージョンよりNCSIMUL MACHINE でも対応予定

NCSIMUL OPTITOOL では、下記の 3段階で切削条件を
最適化します。

(1) 切削解析計算
ツールパスを分割し、切削条件となる各項目の 計算を
行います。複数の切り口での解析が行えます。
(2) エアーカットの最適化
工具の素材への接近と退避による素材外の時間短縮を
行います。
(3) 切削の最適化
切削量に従っての素材内の送り速度の最適化を行います。
加工品質の安定、および工具寿命の向上も期待できます。

(1) 回転数を基に軌道分割 ( 左上図 )
　　　旋削工具の接触エリア解析を行います。
(2) 切り取り部分の形状解析 ( 左下図 )
　　　AP、AD、およびHを計算します。 
　　　AP : 切り取り高さ（動作方向）
　　　AD : 接触面 ( 切り取り素材の回転 -投影 )
　　　H : チップ高さ

切削シミュレーション後の最適な送り速度を計算します。

旋削加工におけるエアーカット、および加工条件の最適化を行います。
複数系統の複合加工機での最適化は行いません。

切削条件 :
AE :  34.787 mm (max 34.787 mm)
AP :  3.223 mm (max 3.223 mm)
AD :  112.118 mm2 (max 112.118 mm2)
・・・

最適化前 最大チップフロー

最適化後
最適化後

最適化前

早送り動作 早送り動作切削

早送り動作 早送り動作

L=19.7mm/F=32.5mm/t=36.5S

t=25.5S
時間
短縮
30%

早送り動作

早送り動作

切削
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自動レポート作成機能
NCSIMUL NCDOC

出力されたレポート

<出力情報例>
(1) 工具情報　(2) エラー情報
(3) 加工警告　(4) サイクルタイム等

レポート作成までのプロセス

NCSIMUL MACHINE

NCSIMUL MACHINE 上で、そのシミュレーション結果に対して、自動でミュレーションレポートを作成し
ます。
お客様の工程指示書やライフサイクル管理のための技術文書としてもご利用いただけます。

レポート編集機能
NCSIMUL REPORT
NCDOCで作成したシミュレーションレポートについて、編集および出力が行えます。NCSIMUL MACHINE
とは独立して起動できますので、シミュレーション作業中でも、並行してシミュレーションレポートの編集
作業が行えます。

NCSIMUL MACHINE でシミュレーション検証を行った
結果を決まった書式でレポートを作成します。

検証で使用された工具や、プロセス、工程指示、および
検査について自動的に記述されます。

有償でお客様の書式にカスタマイズすることもできます。

NCSIMUL NCDOC のライセンスが必要です。

NCSIMUL PLAYER のように NC プログラムと工具・機
械動作、および情報が確認できます。

加工部門への作業指示書および設計部署へのフィード
バック資料として使用できます。

NCSIMUL
NC ドック



●製品構成 

＜機械動作切削シミュレータ＞

NCSIMUL Machine

ベーシックパッケージ

スタンダードパッケージ

プロパッケージ

ユニバーサルパッケージ

＜Gコード変換ソフト＞

NCSIMUL 4CAM

●標準インターフェイス 

入力

出力

IGES, STL, STEP

STL, STEP

販売元

お問い合わせ・ご用命は下記販売代理店へどうぞ

https://www.saeilo.co.jp

関 東 営 業 所　〒344-0065 埼玉県春日部市谷原3-1-8                                 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　〒733-0022 広島市西区天満町13-19 天満町ビル5F                  TEL:082(292)1331  FAX:082(292)0939

NCSIMUL SOLUTIONS は、
あなたの加工現場の最適化ツールです！
●推奨PC仕様

OS

CPU

物理メモリー

グラフィックカード

モニター

HDD

スワップファイル

マウス

メディア

ネットワークカード

Microsoft .NETFramework

追加ソフトウェア

追加ハードウェア

Windows 7/8/8.1/10 Pro/Enterprise (64bit専用)

Windows server 2008/2012/2016 (64bit専用)

Intel Core i7 3GHz以上 (又は100%互換性のあるもの）

16GB以上 （大物加工、小型精密加工は32GB推奨)

OpenGL 2.0  (NVIDIA製Quadroシリーズ推奨)

2GB VRAM

解像度1920×1080 ピクセル(96dpi)、32ビットカラー

空き容量4.5GB以上（完全インストール時 3.5GB）

搭載物理メモリーの2倍

3つボタン（スクロール推奨）マウス、3Dマウス対応可

DVD

イーサネットカード

Version 4.0

Adobe Reader 6.0以上（PDF文書表示時に必要)

デュアルモニター

標準(マルチ)版、ワンマシン(シングル)版があります。

位置決め5軸ミーリング（同時3軸(XYZ)＋割出2軸(回転軸))＋同時2軸旋盤(XZ)

同時5軸ミーリング＋同時2軸旋盤(XZ)

同時5軸ミーリング＋同時5軸複合加工（単一系統加工)

同時5軸ミーリング＋同時5軸複合加工（複数系統同期加工)＋パラレルリンク

Gコード変換（CL(APT) → Gコード変換)


