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hyperMILL® 2018.1 には、プログラミングと製造を効率化す

る数多くの新機能が搭載されています。 NC データに基づ

く新しいシミュレーションソリューションである  hyperMILL® 

VIRTUAL Machining が導入されているほか、同時3 軸旋削

加 工 によりさまざまな 新しい 加 工 方 法 が 可 能 に なり 

hyperCAD®-S 電極モジュールでは型彫り EDM 対応のワー

クフローを作成できます。

2018.1の新機能
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基本機能

 ハイライト 

プロジェクト アシスタント 

新しいプロジェクトアシスタントを使用すると、ジョブリストに必要
なすべての設定を迅速に定義できます。直観的なガイド機能と自
動化機能により、ジョブリストの作成が容易になります。 
 
メリット: ジョブリストのシンプルで迅速な作成。

ジョブ名の個別定義 

加工ジョブ名とコメントをカスタマイズできます。削り残り代、Z  
切り込み量、フレームID、工具の直径、加工エリアなどのさまざ 
まな変数を使用して個別のジョブ名を作成できます。ジョブ パラ
メータに変更を加えると、名前のパターンが自動的に更新されま
す。
 
メリット: ジョブの概要の容易な把握。

工具データベース

標準のクーラントのほかに最大 7 つの追加クーラントを工具デー
タベースに定義できます。ポストプロセッサーの実行時には、固
有の ID を割り当てることで複数のクーラントが個別に制御され
ます。工具データベースでは各クーラントをより詳細に指定でき
ます。

メリット: クーラントの定義の簡素化。
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基本機能

CAM – 2D モード

 ハイライト 

 以前のバージョン 

スムーズ オーバーラップ 

新しい「スムーズ オーバーラップ」機能により、角度指定の加工
における乗り移り部の加工面品位が最適化されます。より正確な
角度切削境界を作成し、角度切削境界で複数の加工面を滑らか
に組み合わせることができます。また削り残り境界では、工具を
わずかにリフトさせることで加工精度が向上します。 

この機能は次の加工手法で使用できます。
n  3D 走査線仕上げ加工
n  3D 等高線仕上げ加工
n  3D 等高線最適化加工
n  3D シェイプ仕上げ加工
n  3D 削り残り部加工
n  5 軸削り残り部加工 

メリット: 加工面品位の向上。

プロービング 

さまざまなプロービング手法に対する詳細なトレランスを、ユー
ザーインターフェースから直接入力できるようになりました。そう
することで、対象もしくは2方向からの寸法のトレランスを指定で
きます。 

メリット: 操作性の向上。

2D 輪郭加工 (3D モード)

直壁の面を選択することで、加工する輪郭が自動的に生成され
ます。加工の高さと深さが、面の情報から自動的に引き継がれま
す。「輪郭」フィーチャーもこの新機能で使用できます。 

メリット: シンプルで迅速なプログラミング。

 最新バージョン 
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CAM – 3D モード

CAM – ミルターン

 ハイライト 

 ハイライト 

3D 最適化荒加工

標準ポケット加工を使用できる2つの新機能が追加されました。 

n  「高速加工」オプションでは、スキャロップ高さを設定すると XY 
切り込みが自動計算されます。非常に高速な XY 切り込みを行
う場合にコーナー部の削り残りを回避するための特殊な動き
が挿入されています。

n  インテリジェントな切削のマッピングと最適化されたツールパ
スにより、削り残り部に対する加工プロセスの安全性が高まり
ます。

メリット: 高送り工具を使用した高速加工に対する操作性の大幅
な向上。

同時 3 軸旋削加工

2つの新しい同時加工手法*により、ミルターン加工の効率性がさ
らに向上します。旋削加工中にアプローチ角度が調整されるた
め、複雑な形状に対する加工を1つのジョブ ステップで加工でき
ます。その際、シンクロ ラインを使用して旋回軸の動作シーケン
スを設定でき、2つのシンクロ ライン間の第 3 軸の同時移動が自
動的に計算されます。

荒加工: 荒加工時に同時旋回軸を使用する革新的なアプローチ
により、さまざまなメリットが得られます。工具方向の連続した変
化により、インサートを最適な方法で使用して工具寿命を延長で
きます。

仕上げ加工: 旋回軸の同時移動により、複雑な輪郭の仕上げ加
工を単一のジョブステップで実行できます。これにより、接近性の
限界やエッジによる工具交換やミスマッチを回避できます。

メリット: 加工面品位の向上、工具交換回数の減少、工具寿命の
延長。

*注意:同時 3 軸旋削加工には、対応したポストプロセッサーが必要です。
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CAM – ミルターン

高効率旋削加工

見たこともない速さの旋削加工！

Vandurit 社の革新的な rollFEED® 旋盤用切削インサートと、このインサートに完全に適合させた hyperMILL® rollFEED® 旋削

加工手法*により、極めて短時間で完璧に製品輪郭を仕上げることができます。

動作の仕組み

加工対象の曲面に対して工具のインサートをロール(回転)させる独自の旋削加工方法で、あらゆる形状に対応します。こ

の切削動作は旋回軸の水平旋回と同時に X および Z 軸の補正動作を組み合わせることで生み出されます。

1 本の工具だけで溝加工

溝加工時には、切削工具が円筒面に沿って第1平面から第2平面まで自動的にガイドされます。これにより、ロール動作と旋

削の組み合わせで、1本の工具の連続した1つの動作で高効率に溝を加工することができ、半径の大きな素材であっても高

い精度で加工できます。

rollFEED®

旋削加工

*注意: hyperMILL® rollFEED® 旋削加工には、対応したポストプロセッサーが必要です。



n  rollFEED® ツール システムおよびインサート 
旋削動作に必要なのは2種類の形状の rollFEED® 旋削用イ
ンサートのみ。これらのインサートは rollFEED® 加工手 
法によりプログラミングされます。rollFEED® QuickChange 
ツール システムには、この独自の rollFEED® インサートを
保持するために特別に開発されたベース プレートが搭載
されています。

n  rollFEED® ドライブ ユニット 
rollFEED® ドライブ ユニットは、旋盤のタレットに第 3 軸と
して取り付け、旋回軸として使用されます。X 軸、Z 軸、旋回
軸を有する複合加工機には既に第 3 軸が含まれているた
め、このドライブ ユニットは必要ありません。

n  対象領域 
– あらゆる素材を加工可能 
– インサートはあらゆる加工素材に対応 
– 内径と外径両方の加工が可能 
–  平面、シリンダー、凹凸加工面、傾斜、溝などさまざまなタ

イプの加工に対応 
 

特徴
n  高効率な加工プロセス

n  継ぎ目のない高品質な加工面

n  容易なプログラミング

n  工具交換回数の削減

n  アンダーカット部もロール動作により同時に加工

n  旋回軸を持つ複合加工機の場合は rollFEED® のホルダーとイン
サートを取り付けるだけで使用可能 

n  既存の工作機械に rollFEED® ドライブ ユニットを取り付けてアッ
プグレードすることも可能
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VIRTUAL Machining Center

Center Optimizer

バーチャルと現実世界の完全な融合

*注意: hyperMILL® VIRTUAL Machiningを使用するには、hyperMILL® VIRTUAL Machiningポストプロセッサーが必要です。

OPEN MIND はより信頼性の高い評価、制御、最適化された加工プロセスのために hyperMILL® VIRTUAL Machining*を開

発しました。この高効率なシミュレーションをおこなうソリューション製品は、次の 3 つのモジュールで構成されていま

す:Center（センター）、Optimizer（オプティマイザー）、CONNECTED Machining（コネクテッドマシニング）

シミュレーションにおける安全性の向上 

実際の加工時の環境、すなわちコントローラとPLCまでを含めた工作機械をNCコードに基づいてバーチャルにマッピング

しシミュレートするのが、hyperMILL® VIRTUAL Machining Centerです。ユーザーはすべてのプロセスを把握して詳細に分析

することができます。現実の工作機械の干渉は、機械の損傷によるコスト発生、生産の停止およびそれに伴う重大な納期

遅れを引き起こします。

単なるシミュレーション以上の価値

強力な最適化アルゴリズムにより、効率的な多軸加工機による加工が保証されます。hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer

は、 自動的に最適なチルト角を見つけ、それによるシームレスな加工を保証します。 さらに、 hyperMILL® CONNECTED Machining 

は、工作機械との深層なネットワーク接続と同期を可能にします。

新世代のポストプロセッサーによる効率の向上 

ポストプロセッサーの技術*は、hyperMILL® VIRTUAL Machining シミュレーションのソリューションのためにさらに高度に開

発され、多くの革新的な機能で補完されています。例えば、NCプログラムとhyperMILL®からの加工情報を双方向でリンクす

ることができます。この接続によりhyperMILL®の各ジョブをNCコードに割り当てることができます。



加工開始と停止の�
リモートコントロール

直感的な操作性

NCコードの表示コードの各行を�
シミュレーション

機械と切削の�
シミュレーション

工作機械との�
ネットワーキング

アプリケーション領域
n  機械加工プロセスのチェック、評価および最適化

n  利用可能な工作機械へのジョブのマッチング

n  利用可能な工作機械間でのジョブタスクの容易な移動

n  新しい工作機械の購入検討のサポート

n  競合案件における正確なコスト見積もり

ジョゼフ・コッホ、OPEN MIND Technologies AG 最高技術責任者

「hyperMILL® VIRTUAL Machining Centerは、
驚くほど安全かつ効率的な方法でプロセス
の検証をおこなうための鍵となります。」
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VIRTUAL Machining Center

ワークスペースのモニタリング

登録された工作機械モデルに基づいて、2.5D、 3D、 3+2または
同時5軸加工における動作によりオーバートラベルになってしま
うかどうかをチェックします。直線軸（X、Y、Z）と回転軸（A、B、C）
の両方の動きがチェックされ、同時にクランプや冶具も含まれま
す。

�安全なワークスペースの解析

独自のベストフィット機能が、加工オペレーションにとって最適な
配置を利用可能なワークスペース内でおこなってくれます。ワー
クスペース・モニタリング機能では、加工には未だ十分なワーク
スペースがあるにも関わらず、オーバートラベルになってしまう
ケースを確認することができます。この場合、ベストフィット機能
が、最適なワークスペースの位置を自動的に決めてくれます。こ
れにより、不要な段取り替えとそのための無稼働時間とは無縁に
なります。

�停止位置の設定

きわどい点を確実に確認し、その後のプロセスをより正確に評価
するために、シミュレーションを特定の位置で停止するように制
御することができます。停止点は、工具交換や早送りから切削へ
の切り替わりなどの特定の条件下で自動的に作成されます。さら
に、停止点は、NCブロックラインを使用して手動で選択すること
も、ツールパス上の任意のポイントからピックアップすることも
できます。
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VIRTUAL Machining Optimizer

再位置決めの回避

Optimizerは、時間のかかる再位置決めとリトラクト動作を回避
するため、各オペレーションだけではなく加工シーケンス全体を
解析します。この解析に基づいて、Optimizerは、工作機械のリミ
ット内でシーケンス全体をまとめて加工を可能とする理想的な
解決策を選択します。

動作の最適化

干渉が検出され、3軸動作が不可能な場合、Optimizerは第4軸も
しくは第5軸による動きを使用するように変更します。左図は、ス
ピンドルのアタッチメント部のパーツが干渉するために、C軸を
回転させて干渉を発生させずに加工をおこなえるようにしてくれ
る例です。

最適化された動作

各オペレーション間の動作は、工作機械それぞれの動作特性と
完全に一致します。Optimizerは、これらの動作を解析し、再位置
決め時の大きな補正動作を回避してくれます。一方、各回転軸は
最短経路で移動し、各直線軸の動きは最小化されます。移動中の
速度をより高速にすることができます。

Optimizerなしの場合:干渉発生

Optimizerありの場合:干渉フリー

Optimizerありの場合：C軸動作による回避



情報:�hyperCAD®-S

唯一無二の CAD システム

CAM のための CAD を開発できるのは、ハイエンドな CAM 開発者だけです。このことを念頭に置いて、イノベーション

の先駆者として知られる OPEN MIND Technologies AG は、hyperMILL® に完全にマッチする新しい CAD システムをゼ

ロから開発しました。搭載されている 3D CAD カーネルは、OPEN MIND の独自開発です。その結果生まれたのが、操

作方法の習得が非常に簡単で、NC プログラミングの作業を大幅に高速化できる、他に類を見ない CAM プログラマ

ー向け CAD システムです。

hyperCAD®-Sは、最新のハードウェアの能力を余すところなく引き出してデジタル加工データを作成します。最先端の

超高性能 64 ビット システムである本製品は、メッシュ、フェイス、ソリッドを操作して精密な部品や工具を作成する工

程で日々発生する多くの問題を正しく扱える完璧なソリューションです。インポートされた大容量のデータを後工程

のNCプログラミングで使うために簡単、迅速、安全に準備でき、しかもこの処理を元のCADシステムにまったく依存せ

ずに実行できます。hyperCAD®-Sは、純粋なCAMのためのCADです。

 CAM のための CAD 

ジオメトリック
エンジン

ソリッド メッシュ デフォメーション 電極インターフェイス
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CAD 統合: hyperCAD®-S

 ハイライト 

 ハイライト 

 ハイライト 

チェーン選択

新しい「最短経路」モードは、選択した2つのエッジ間の最短経路
を自動で探します。これにより、モデル上の境界線をすばやく論
理的に選択できます。また、「ユーザードリブン」オプションを使
用するとチェーンのコースをユーザーが制御できます。

メリット: 操作性の向上。

グローバル フィッティング 

この新機能を使用すると、複数のフェイスを結合し、定義した ISO 
方向で1枚のサーフェイスを作成します。これにより、hyperMILL® 
のプログラミングを行う際にすべてのフェイス パッチ群に1つの 
ISO 方向を適用することが可能になります。トリムされた複数の
フェイスも単一フェイスに結合できます。

メリット: NC プログラミング用の単一フェイスの迅速な作成。

パラメータ リスト

変数の一元的な管理と変数への値の割り当てを行うために新た
なパラメータリストが使用されます。値は数学的条件、関数、定数
などに基づき定義でき、ユーザーはこれらの変数を使用してクラ
ンプ位置を制御できます。変数をテキスト欄に表示することも可
能です。

メリット: クランプ位置設定の簡素化。
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hyperCAD®-S 電極モジュール

 ハイライト 

一貫した電極作成プロセス

CERTA Systems と統合させる新しいインターフェースにより、 
hyperCAD®-S と hyperMILL® を使用した電極作成において一貫
したプロセス チェーンが提供されます。

n  Q-Measure: hyperCAD®-S に Q-Measure が統合されたこと
により、測定器の計測ポイントとトレランスを、使い慣れた 
hyperCAD®-S 環境で直接作成できるようになります。関連する
すべての計測ポイントを hyperCAD®-S ですばやく簡単に定義
できます。測定器上の電極が特定されるとプログラムが自動的
に生成され、計測が開始されます。計測時に目標値と実際値の
間のズレが検出された場合は、必要な加工ステップを自動的
に開始します。

n  CERTA Systems Job Manager:hyperCAD®-S 電極モジュールの
切削条件データはレポート機能を通じて CERTA Systems Job 
Manager に転送されます。Job Manager は EDM のプログラムを
自動的に生成して放電加工機に転送します。

メリット: 電極製造の自動化。

電極のバージョン番号 

hyperCAD®-S により、既存の電極に対してバージョン番号が自動
的に生成されます。これにより、電極情報を誤って上書きしてし
まう危険がなくなり、信頼性の高いバージョン履歴を利用できま
す。

メリット: 電極管理の明瞭性と安全性の向上。
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hyperCAD®-S 電極モジュール

 ハイライト 

回転電極

放電ギャップの異なる複数の電極形状を、ホルダーに円形に配
置できます。角度、方向、距離は定義可能です。配置時に、さまざ
まな電極形状に対する干渉チェックが自動的に行われます。

メリット: 放電加工および切削における作業時間の短縮。

部分的な電極の作成

このコマンドを使用すると、1つ以上の領域から素材とホルダー
を含まない1つの電極形状が作成されます。その後、さまざまな
電極形状を1つまたは複数のホルダーに配置できます。

メリット: 個別の電極の作成。



OPEN�MIND�Technologies�AGは、
各国の現地法人とパートナー各社を通じて�
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