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1. はじめに 

加工では、加工ワークの材質、深さ、または、加工機のタイプなどによって、工具準備時間は、

多くの時間を費やしているのが実情である。 

当社では、この点に着眼し、2 年ほど前に、CAM のサポート機能として、ツールマネージャ（以

下、TM）の開発に着手し、2001 年より出荷を開始した。また、同年の本会議＊1では、機能について

説明させていただいた。今回は、適用事例として社内での取組みを紹介したい。 

 

2. TM の機能と導入のメリット 

ここで、簡単に TM の機能と導入のメリットについて説明する。 

主な機能として、下記の 5 つがある。 

① 工具組立機能 

② 切削条件自動決定機能 

③ 工具干渉シミュレーション支援機能 

④ 外部データ入力機能 

⑤ 工具リスト出力機能 

図 1 は、TM の概要を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 TM の概要 



TM の特徴としては、あらかじめ刃具、コレット、ホルダをデータベースに登録することで、加工

ワークの材質、加工方法に適した工具および切削条件などを選択し、工具自動抽出および作成がで

きるので、めんどうな刃具、コレット、ホルダなどの選定や組立および加工条件設定に頭を悩まし

ていた CAM や加工現場のオペレータにとって、作業の効率アップに大きく貢献できることである。

さらに、作成した工具情報は、工具リストとして自動出力できるため、ヒューマンエラーをなくす

ことができる。これらの機能は、TM 本体の機能であるが、CAM とリンクして使用することで効果を

発揮する。現在リンクしている CAM は、共同開発先である日本ユニシス社の CADCEUS である。また、

本システムは、当社が販売・サポートしている 3 次元 CAD/CAM システム ADMAC-Die Mold のベース

システムでもある。 

以上の特徴から、TM 導入のメリットを以下に示す。 

（1） CAM、現場オペレータの負荷低減 

① 適切な工具選択と切削条件の決定が可能。 

② 現場で使用する工具形状情報を CAM へ出力可能。 

③ CAM では正確な工具形状によるホルダ干渉確認が可能。 

④ 最適な加工条件をデータベース(以下、DB)として蓄積が可能。 

（2） ヒューマンエラーの防止 

① ツールマネージャの工具リストは、工具組立情報として、刃具突出し長さ、工具組立図な

どの出力ができるため、工具組立時のミス防止が可能。 

② 市販の刃具／ホルダの型式までリスト出力できるので手配上のミスも防止可能。 

（3） ADMAC-Die Mold および CADCEUS/CAMMANAGER とのリンク 

 



3. TM 適応事例 

当社での適用事例をあげる。その前に、TM を適応する方法として、下記の 2 方法が考えられる。 

（1） 当社が一般に提案している方法： 

CAM の中で加工方法を定義していく過程で工具を定義するが、ここで TM を利用する。 

（2） 事前に TM を利用して工具を決定する方法： 

CAM の中では、決定済み工具を呼び出して使用する。 

図 2 は、CAM 上での操作の流れを示す。加工手順作成段階で TM を呼び出す。特に、前述の（2）

は、CAD 作成（形状作成）の時点で、形状を確認しながら、現場オペレータと工具および加工方法

などを検討する場合に有効である。 

②

①、②

工具OBJ作成

切削シュミレーションなど 現場へ

工具リスト

ＴＭ

ＮＣ出力

ＮＣ検証

加工指示書

加工手順作成

パス計算

パス編集・確認

CAD作成

 
図 2 CAM 操作の流れ 

 

当社の加工技術開発センターでは、新加工法への取組み、テストカット、またはサンプル作成な

どで CAM を用いているが、工具の突き出し量などを突き詰める傾向であるため、初期は、一般的な

切削条件でスタートし、最終の条件を結果としてデータベース（DB）に残す形としている。このた

め、TM は、初期の条件と工具干渉に重点をおいて使用していることから、上述の（2）の使い方が

多い。この方法の利点としては、 

（1） 初期段階にて干渉確認した工具を指定するため安全である。 

（2） 工具リストも早い段階で現場に渡せるため、工具手配などを含めた準備期間などを削減でき

る。 

などがある。 

現状では、（2）の適用方法は現場との打合せなどもあり、初期時間はかかるが、トラブルが少ない

傾向がある。基本的には、（2）のなかで、（1）を利用するといった形がいいようである。 

もともと、TM は、DB を徐々に構築し、再利用できる利点があり、初期に DB を貯めることで、後々

（2）の手順を少なくすることができる。 

次に、TM を使用した効果例として、工具干渉確認について述べる。 



4. 工具干渉確認での効果 

TM を使用することで、工具組立の形状情報を CAM に取り込むことができるため、工具干渉確認に

おいて大きな効果が期待できる。特に最近では、焼きばめホルダやスリムチャックなど立壁の深い

形状に対応できる工具が多く出ており、これらの定義を個々に行うのは大変な作業である。 

図 3 は、工具干渉確認の流れを従来と TM を使用した場合で比較したものである。図 4 は、図 3

の工具決定と定義の部分での効果を示したものである。図から、再利用する部分についての効果は

うすいが、干渉確認後の工具リスト作成に際し、TM では、DB を利用できるため、一元管理できる

面からもメリットが大きい。図 5 は、干渉確認のシミュレーション例である。 

現在、社内および一部のユーザ様において実業務での運用を開始したところであり、利用方法を

含めもっと探求していきたい。 

 

ＯＫ ＮＧ ＯＫ ＮＧ
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図 3 工具干渉確認の流れ 
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図 4 工具決定と定義部分での効果比較 
図 5 工具干渉確認例



5. まとめ 

実業務の運用も開始され、データも増えてくることから、TM の効果をいろいろな角度から分析し、

一般化した数値として公表したい。と同時に、ユーザーサイドにたった利用方法を確立していけれ

ばと考えている。 

また、CADCEUS/CAMMANAGER や CAM を持っていないユーザーでも工具組立情報を使用して NC デー

タの検証ができれば、大変便利と考えられる。切削シミュレーションなど安価なものが出回ってお

り、TM から出力した工具情報を取り込ませることで可能となり、今後実施したいテーマの 1 つであ

る。 

 

 

 *1 本会議 

型技術本会議 2001,No101,P.71,72  ここで、「"ツールマネージャ"を用いた加工支援システム」として掲載 
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