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「使える！Fusion 360 のCAM」はじまり編
～オートデスクの製造製品群（CAM)のご紹介。Fusion 360 CAMの使える理由を大公開～



▪ このオンラインセミナーの目的

▪ CAMとは？

▪ 加工機に関して

▪ 工具に関して

▪ オートデスクのCAM製品の紹介

▪ Fusion 360 CAMの基本操作

▪ まとめ



CAMをはじめてみようと言う方、興味がある方に

「CAMを使ってみよう！」と思っていただける

“キッカケ”

をみなさんに提供できる時間にすること。



「使える！Fusion 360 のCAM」はじまり編



CADで作成した設計データを利用して、加工の仕方、その手順や機械の動き方を設定したり、
動きを確認したり、実際にモノを加工する機械にその動きの情報を伝えるデータを出力する
ソフトウェアのこと。

CADデータ (2D or 3D) 加工パス NCデータ

CAMとは



加工機CAD CAM

工具選択

ツールパスの設定

ツールパスの確認 NCデータ

CADデータ作成

CAMを利用する流れ



NCデータとは



Fanuc Siemens Heidenhain

NCデータフォーマットの例



工作機械の種類

工作機械の基礎知識

http://www.muroran-it.ac.jp/cremo/use/machines.html


▪ 手打ち
〇自由にツールパスの経路を作成できる
〇追加費用が掛からない
✖複雑な経路を入力するのは難しい
✖入力に時間がかかる
✖干渉チェック(切削シミュレーション)は出来ない

▪ CAM
〇複雑な加工に対応
〇切削シミュレーションに対応
✖製品が高価
✖操作が煩雑
✖製品がたくさんあり、選定が難しい

自動プロ

手打ち

NCデータの作成
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4 Axis Machining

旋盤加工 ミルターン ウォータージェット

3 軸加工2.5 軸加工 5 Axis Machining

レーザー加工

主な加工の種類



工具の設定について

フラット工具 ブル工具 ボール工具 スロット工具

面取り工具 テーパー工具
テーパー
ブル工具

テーパー
ボール工具

工具の寸法設定

加工条件の設定



工具の制御点について

工具制御点



工具のオフセットついて

工具進行方向

工具制御点

オフセット方向が
2軸 (XY)

2軸加工

工具制御点

オフセット方向が
3軸 (XYZ)

3軸加工



Autodesk CAMソリューション

Fusion 360 CAMInventor CAM
2/3/5軸加工対応
ハイエンドCAM

2/3軸自動化対応
フィーチャー認識CAM

AUTODESKが戦略的に提
供するCADシステム。
豊富な3Dモデリング機能のほ
かにCAM機能にも対応、2軸
～5軸加工までのツールパス
作成に対応する。

AUTODESKの提供する3D
CAD 「Inventor」で使用で
きる完全統合型 3D CAD/
CAMシステム。Inventorの
ユーザーであれば、慣れた画
面上で扱う事が可能。

2Dのフィーチャー情報を利用
し、ウィザード操作で簡単な
パス作成が可能。強力な自
動化機能と併せ、素早いパス
作成を可能とするほか、旋盤
加工にも対応している。

AUTODESKが提供するハイ
エンドCAMシステム。
計算能力が高く、面精度を
高く設定しても高速パス計算
が可能。高度なパス編集成
機能を持ち、多様な要求に
超えてることが出来る。

HSM EngineFEATURECAM EnginePOWERMILL Engine



CAMエンジンとは

決められた条件から切削のための工具
経路を計算するためのアルゴリズム。

ソフトウェア内部で数学的に複雑な処
理が行われ、コンピューターのCPUの能
力を最大限使用して計算が行われる。

通常ソフトウェアによってCAMエンジン
が異なるが、同じCAMエンジンを複数
のソフトウェアが使用する場合もある。

AUTODESKのCAMソフトウェアは、全て自社製CAMエンジンを使用



Autodesk CAMソリューション

Fusion 360 CAM
2/3/5軸加工対応
ハイエンドCAM

2/3軸自動化対応
フィーチャー認識CAM
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製品別切削加工対応範囲

curtis.chan

autodesk.mfg

複合
多軸加工

統合 2軸 3軸 3+2軸 多軸加工 工具軸編集 ツールパス
編集

ロボット
加工





▪ 完全統合型CAD/CAMソフトウェア

▪ 工具長を有効的に使用しながら加工を行う、高能率加工を標準実装

▪ 直感的な操作系と高速な動作



負荷制御加工

ソリッド工具向けツールパス

接触角度一定に保つ事で
工具負荷を均一に加工

切削条件を最適化すること
でサイクルタイム削減



負荷制御加工

従来の荒取り加工 負荷制御荒加工



高効率荒加工

従来の荒取り加工 負荷制御荒加工



刃長の使い方の違い

従来

負荷制御加工では刃長を最大限に使用して切削

Fusion CAM



刃長の使い方の違い

安全且つ高効率の理想的なツールパス



一般的な作業の流れ
CADデータ
作成

CADデータ
Export

CADデータ
Import

ジョブ定義
の設定

操作の定義
ツールパス
生成

ツールパス
検証

ポスト実行

CADデータ
作成

ジョブ定義
の設定 操作の定義

ツールパス
生成

ツールパス
検証

ポスト実行

統合CAD/CAMの作業の流れ

CADデータ
設計・編集

完全統合型CAD/CAMソリューション



▪ CAMはCAD上で動作

▪ 形状編集にもパスが追従

CADとの完全連携

完全統合型CAD/CAMソリューション



Fusion 360 CAMの実機操作





30

直接購入、その他お問合せ

製品デモのお問い合せは、リクエストフォームにご記入いただくか、
担当者までお電話ください。

Tel:0800-080-4228（フリーダイヤル）

https://www.autodesk.co.jp/products
/fusion-360/overview

tel:0800-080-4228
https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview
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