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トレーニングコース受講フロー

受講フローを参考にして、ご希望のコースをお申込みください。前提コースをご受講いただけなかった場合は、
上級コース内容の理解が困難になりますので、ご注意ください。
※お申込み前に必ず、「コース概要」で前提条件をご確認ください。

◆ 一般設計者向けコース

加工 基礎（2日）

加工 ポストビルダ（1日）

フィーチャベースドマシニング（1日）

多軸加工（1日）

◆ 加工オペレータ向けコース

【NX】

製図（1日）アセンブリ（1日）モデリング（2日）

モデリング（2日）

◆ 外装設計者向けコース

モデリング（サーフェス編）（1日）モデリング（2日）

製図（1日）アセンブリ（1日）

加工 ISV（1日）
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トレーニングコース受講フロー

受講フローを参考にして、ご希望のコースをお申込みください。前提コースをご受講いただけなかった場合は、
上級コース内容の理解が困難になりますので、ご注意ください。
※お申込み前に必ず、「コース概要」で前提条件をご確認ください。

【NX解析】

前提知識として必須ではありませんが、より理解いただくために前ページ
の設計者向けコースを先に受講することをお勧めします。

モデリング（2日）

◆ 解析オペレータ向けコース

Simcenter Structures （2日）

アセンブリ（1日）※１

※１ Simcenter Structures 、 Simcenter Motionにおいて、アセンブリの

一部の機能の理解が必要です。

ＦＦＡＵＴ（2日）

◆ FFAUTオペレータ向けコース

モデリング（2日）

NX 設計シミュレーション（2日）

NX Motion Simulation （2日）

Simcenter Thermal/Flow （2日）
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トレーニングコース受講フロー

受講フローを参考にして、ご希望のコースをお申込みください。前提コースをご受講いただけなかった場合は、
上級コース内容の理解が困難になりますので、ご注意ください。
※お申込み前に必ず、「コース概要」で前提条件をご確認ください。

【NXアプリケーション開発】

◆NX Open アプリケーション開発者向けコース

モデリング（2日） アセンブリ（1日） ※１ NX Open 基本（2日)

※１ ＮＸＯｐｅｎ 基本において、アセンブリの一部の機能を使用します。

5



コース概要

NX モデリング
コース番号 N101-001
日数 2日間

■概要
NXの基本操作とソリッドモデリングの基礎となる各種操作を習得します

■対象者
NXを利用した設計、製造業務でNXの操作を担当される方

■前提知識
不要

■内容
●NXの概要 
●NXの基本操作 
●2次元スケッチの作成/編集 
●3次元形状の作成/修正 
●3次元形状の検証 
●座標系と参照形状 
●オブジェクトの表示/非表示 
●形状の移動/コピー方法 
●シンクロナスモデリング

■関連情報
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コース概要

NX モデリング (サーフェス編)
コース番号 N101-002
日数 1日間

■概要
NXのサーフェスモデリングの基礎となる各種操作を習得します

■対象者
NXを利用した設計、製造業務でNXでサーフェスモデリングの操作を担当される方

■前提知識
「NX モデリング」を受講済みの方、またはNXのモデリングを理解されている方

■内容
●サーフェスモデルの作成/編集 
●3次元曲線の作成/編集 
●3次元形状の流用 
●3次元形状の検証

■関連情報
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コース概要

NX アセンブリ
コース番号 N102-000
日数 1日間

■概要
アセンブリモデルの作成方法を習得します。

■対象者
NXを利用した設計・製造業務でNXの操作を担当される方。

■前提知識
設計業務の基礎知識を有し、「NX モデリング」を受講済みの方、またはNXのモデリングを理解されている方。

■内容
●NXのアセンブリの概要 
●アセンブリの作成 
●アセンブリナビゲータ機能 
●コンポーネントの位置合わせ 
●コンポーネントの操作 
●アセンブリにおけるモデリング作業 
●アセンブリモデルの検証 
●アセンブリファイルの管理

■関連情報
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コース概要

NX 製図
コース番号 N103-000
日数 1日間

■概要
３次元ソリッドモデルから、２次元図面を作成する方法を習得します。

■対象者
NXを利用した設計・製造業務においてNX製図機能の操作を担当される方。

■前提知識
設計業務の基礎と製図の知識を有し、「NX モデリング」「NX アセンブリ」を受講済みの方、またはNXの 
モデリングとアセンブリを理解されている方。

■内容
●ドラフティングの概要 
●図面シートの作成 
●ビューの操作 
●寸法、注記、幾何公差の操作 
●シンボルの作成、登録 
●組図の作成

■関連情報
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コース概要

NX 加工 基礎
コース番号 N301-000
日数 2日間

■概要
同時２軸から３軸までの加工データ作成方法とライブラリ管理を習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務においてNXの操作を担当される方。

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX モデリング」を受講済みの方。

■内容
●NX/CAMの基礎概念 
●工程を考慮した加工データ作成 
●２．５軸＋穴あけ加工の演習 
●３軸加工の演習 
●類似加工のための加工テンプレート 
●工具ライブラリ登録 
●送り速度・加工データライブラリの登録 
●切削シミュレーション「VISUALIZE」

■関連情報
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コース概要

NX 加工 ポストビルダ
コース番号 N303-000
日数 1日間

■概要
NX/CAMで作成した加工データをもとに、NC工作機械用データ形式へ変換する方法。 
変換時にベースとなるポストファイルの作成、及びカスタマイズ方法をポストビルダー（POSTBUILDER）を 
操作しながら習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務においてNXの操作を担当される方。

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX 加工 基礎」を受講済みの方、またはNX/CAMを理解されている方。

■内容
●NX/POSTの基礎概念 
●ポストファイルの作成・編集「POSTBUILDER」 
●ポストファイルのカスタマイズ 
「カスタムコマンド」 
「ユーザー定義イベント」 
「関連POST」 
「3Dコンタクト出力」

■関連情報
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コース概要

NX 加工 多軸加工
コース番号 N304-001
日数 1日間

■概要
NX/CAMにおける多軸加工用オペレーション（4軸、5軸ミーリング）の操作方法を習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務において、NXの操作を担当される方。

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX 加工 基礎」を受講済みの方、またはNX/CAMを理解されている方。

■内容
●多軸工作機械の概念 
●ツール軸の基礎概念 
●可変軸投影加工データの作成・編集 
●多軸用POSTファイルの作成 
●工作機械シミュレーション（ISV）の操作方法 
●複数ブレードミル加工の紹介 
●4軸、5軸オペレーションの演習問題

■関連情報
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コース概要

NX 加工 フィーチャベースドマシニング
コース番号 N305-000
日数 1日間

■概要
モデル形状の穴やポケット/フェースの属性情報を取得し、穴径や深さ、コーナー半径などから最適な工具や 
加工オペレーションを自動的に作成できる機能です。 
加工フィーチャベースドマシニングの基本操作からカスタマイズ方法を習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務においてNXの操作を担当される方。

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX 加工 基礎」を受講済みの方、またはNX/CAMを理解されている方。

■内容
●加工フィーチャベースドマシニングの概念 
●加工フィーチャベースドマシニングの基本操作 
●MKE（Machining Knowledge Editor）による加工ルール作成 
●旧式のフィーチャ認識による操作とカスタマイズ方法

■関連情報
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コース概要

NX 加工 ISV
コース番号 N306-000
日数 1日間

■概要
NX/CAMにおける工作機械シミュレーションを用いた検証ツール（ISV）の操作方法を習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務において、NXの操作を担当される方。

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX 加工 基礎」を受講済みの方、またはNX/CAMを理解されている方。

■内容
●ISVの概念 
●工作機械ビルダーの操作方法 
●4軸構成による演習問題

■関連情報
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コース概要

FFAUT
コース番号 N404-000
日数 2日間

■概要
牧野フライス製作所が開発する高速・高品位のミーリング加工アプリケーションの操作方法を習得します。

■対象者
NXを利用したNC加工業務においてNXの操作を担当される方

■前提知識
NC加工業務の基礎知識を有し、「NX 加工 基礎」を受講済みの方、または「NX モデリング」を受講済みの方。

■内容
●等高線加工データの作成・編集 
●曲面加工データの作成・編集 
（曲面加工、等高投影加工、面沿い加工、経路加工） 
●コーナーＲ部加工データの作成・編集 
●取り残し（ストック）加工データの作成・編集 
●薄リブ加工データの作成・編集 
●穴あけ加工データの作成・編集 
●バッチ演算処理の操作 
●加工帳票の出力 
●工具軌跡表示オプションの操作

■関連情報
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コース概要

Simcenter Structures
コース番号 N501-002
日数 2日間

■概要
Simcenter Structures による構造解析の基礎について、演習を交えて習得します。

■対象者
製品設計開発業務において、Simcenter Structures を利用した構造解析を担当される方。

■前提知識
機械系力学の初歩的知識を有している方で、「NX モデリング」、「NX アセンブリ」を受講済みの方、または Simcenter Structuresの
モデリングとアセンブリを理解されている方。

■内容
●Simcenter Structuresの概要/FEM解析の基礎 
●Simcenter Structuresの基本操作/ファイル管理 
●要素特性の定義 
●メッシュ 
●境界条件 
●解析 
●結果表示 
●理想化（モデルの修正・理想化） 
●シェルモデルでの解析 
●アセンブリ解析 
●演習 
 
※旧 NX Advanced Simulationトレーニングコース

■関連情報
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コース概要

NX 設計シミュレーション
コース番号 N502-000
日数 2日間

■概要
NX 設計シミュレーションによる構造解析の基礎について、演習を交えて習得します。

■対象者
製品設計開発業務において、NX 設計シミュレーションを利用した構造解析を行われる方。

■前提知識
機械系力学の初歩的知識を有している方で、「NX モデリング」、「NX アセンブリ」を受講済みの方、またはNXの 
モデリングとアセンブリを理解されている方。

■内容
●NXの概要/解析の基礎 
●設計シミュレーションの基本操作/ファイル構成 
●理想化（モデルの修正・簡略化） 
●要素特性 
●メッシュ 
●境界条件 
●解析 
●結果評価 
●固有値解析 
●熱伝導/熱応力解析 
●演習

■関連情報
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コース概要

NX Motion Simulation
コース番号 N503-000
日数 2日間

■概要
機械システムの挙動をシミュレーションする機構解析ソフトNX Motion Simulationの基本機能と基本操作について、 
演習を交えて習得します。

■対象者
NX Motion Simulationを使用して機構解析を行われる方。

■前提知識
基礎的な力学の知識を有している方で、「NXモデリング」、「NXアセンブリ」を受講済みの方、またはNXのモデリング 
とアセンブリを理解されている方。

■内容
●機構解析の基礎・NX Motion Simulationの基本操作 
●NX Motion Simulationのファイル構成・解析作業の流れ 
●モーションオブジェクトの基本(リンク・ジョイント定義 ect.) 
●モーションモデルの詳細化(ばね・接触・力定義 ect.) 
●関数の作成 
●計算、結果表示・評価 
●モーションモデルの活用 
●演習問題

■関連情報
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コース概要

Simcenter Thermal/Flow
コース番号 N504-001
日数 2日間

■概要
熱流体解析と熱解析によるシミュレーションソフトSimcenter Thermal/Flow の操作方法について、演習を交えて 
習得します。

■対象者
Simcenter Themal/Flow を利用して熱流体解析を行われる方。

■前提知識
機械系力学の初歩的知識を有している方で、「NX モデリング」、「NX アセンブリ」、「Simcenter Structures」を 
受講済みの方、またはNXのモデリング、アセンブリ、Simcenter Structuresを理解されている方。

■内容
●熱流体の基礎 
●Simcenter Thermal/Flowの基礎 
●解析条件の設定 
●解析の実行 
●ポスト処理 
●よくあるエラーと対策 
●電子部品のモデリング 
●演習 
 
※旧　NX Thermal/Flow Simulationトレーニングコース

■関連情報
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コース概要

構造解析入門　- FEMの基礎と実践的ノウハウ -
コース番号 N505-000
日数 2日間

■概要
有限要素解析（線形静解析）を行うために必要な材料力学の基礎や有限要素解析に関するノウハウについて、 
NX Advanced Simulationを用いて紹介します。 
実務で有限要素解析（線形静解析）を実施される技術者・設計者の方を対象としています。

■対象者
有限要素解析（線形静解析）を行われる技術者・設計者の方。

■前提知識
機械系力学の初歩的知識を有している方。 
本トレーニングではNX Advanced Simulationを使用しますが、「NX モデリング」、「NX アセンブリ」、 
「NX Advanced Simulation」を受講されていない方も受講頂けます。

■内容
●設計と構造解析 
●構造解析の概要 
●材料力学の基礎 
●FEMの基礎 
●構造解析の実践的ノウハウ 
●メッシュと解析精度 
●演習

■関連情報
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コース概要

NXOpen 基本
コース番号 N601-000
日数 2日間

■概要
NXOpen APIを利用したアプリケーションの開発手順を習得します。                                                      
使用する開発言語に応じて、C/C++言語用、C#言語用の２種類のコースのいずれかを選択いただけます。

■対象者
NXOpen APIを利用したアプリケーションの開発を担当される方

■前提知識
上記の開発言語によるコーディング実務経験を持ち、かつ「NX モデリング」を受講済みの方、またはNXのモデリングを理解されて
いる方

■内容
●開発環境と実行環境                               
●アプリケーションの実行モード（インターナル／エクスターナル）                                  
●GUI(Block UI Styler)を持つアプリケーション 
●アセンブリのデータ構造 
●Common APIと Open C API(UFUNC) 
●ジャーナル機能を利用した開発 
●署名の組み込み 
●ツールバー／リボンバーへの登録

■関連情報
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本書に関するご意見、お問い合わせはISID Customer Center
にお寄せ下さい。

教育サービスのご案内

制作･発行 株式会社電通国際情報サービス
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