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多軸加工の新しい形状
ｴﾝｼ ﾝ゙ﾎﾟー ﾄやﾀｰﾋ ﾝ゙ﾌ ﾚ゙ｰﾄ゙ の加工には工具動作の正確な制御が必要になります。ESPRITでは工具をｶ ｲ゙ﾄ゙ する、新しいｶ ﾌーﾞ
とｻ ﾌーｪｽにより、この作業を簡単に行えます。

ｻ ﾌーｪｽｺﾏﾝﾄ゙ からのｶ ﾌーﾞはﾊ ﾗ゚ﾒﾄﾘｯｸｶ ﾌー や゙曲線を作成する新しいｵﾌ ｼ゚ｮﾝにより強化されました。このｺﾏﾝﾄ゙ は以前、選択した
ｻ ﾌーｪｽやｿﾘｯﾄ゙ ﾌｪー ｽからﾊ ﾗ゚ﾒﾄﾘｯｸｶ ﾌーﾞを抽出する機能しかありませんでした。

新しい曲線のﾀｲﾌ 、゚ｽﾊ ｲ゚ﾝ曲線が作成可能になりました。

新しいｽﾊ ｲ゚ﾝ曲線ｵﾌ ｼ゚ｮﾝは半径ｻ ﾌーｪｽの中心に沿ってｶ ﾌーﾞを作成します。

この新しいｽﾊ ｲ゚ﾝ曲線は工具を開口部内のできるだけ遠くにｶ ｲ゙ﾄ゙ する必要のあるﾎﾟー ﾄ加工に最適です。各開口部に
ﾊ ﾗ゚ﾒﾄﾘｯｸｶ ﾌーﾞを作成するためにｻ ﾌーｪｽからｶ ﾌーﾞを使用すると、工具動作に追加の制限が加わります。
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新しい中央ｻ ﾌーｪｽ機能が合成ｻ ﾌーｪｽﾂｰﾙﾊﾞー に追加されました。

中央ｻ ﾌーｪｽは2つのｿﾘｯﾄ゙ ﾌｪー ｽまたはﾌｪー ｽｾｯﾄの間に作成されます。

新しい中央ｻ ﾌーｪｽはﾌ ﾚ゙ｰﾄ゙ 加工に最適です。この機能には2つの目的があります。1つ目は、中央ｻ ﾌーｪｽはﾓﾃ ﾙ゙上の複数ﾌｪー ｽで
はなく単一のｿ ｽーからﾂｰﾙﾊ ｽ゚を計算できることです。2つ目は、中央ｻ ﾌーｪｽはﾌ ﾚ゙ｰﾄ゙ の各ｻ ﾌーｪｽではなく、切削中の工具軸方向
を制御するために使用できます。
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強化された回転ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙﾌｨｰﾁｬ
ｿﾘｯﾄ゙ ﾓﾃ ﾙ゙が旋盤およびﾐﾙ加工ﾌｨー ﾁｬを含む場合、それらのﾌｨー ﾁｬの正確な識別方法と抽出方法を知るには加工をよく知る
人に依存しています。回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙの生成を外部ｴﾝｼ ﾝ゙に頼ることなく、ESPRITはより高速で正確な内部の手法を使用し
ます。

いままで、回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙﾌｨー ﾁｬはｿﾘｯﾄ゙ ﾓﾃ ﾙ゙をX軸の周りで回転させることで、回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙを抽出するﾊ ﾗ゚ｿﾘｯﾄ゙ 法に依存して
いました。この方法には幾つかの欠点がありました。

• ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙはｿﾘｯﾄ゙ ﾓﾃ ﾙ゙からのみ生成可能でした。

• その方法は回転ｿﾘｯﾄ゙上でのみ上手く動作しました。

これはESPRITﾕｰｻﾞー の理想的な解決法ではありませんでした。そのためDP Technologyでは回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙを計算する新し
い抽出手法を開発しました。

新しいESPRITの回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙ

• 回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙをｿﾘｯﾄ゙ ﾓﾃ ﾙ゙、ｿﾘｯﾄ゙ ﾌｪー ｽ、ｻ ﾌーｪｽまたはSTLﾓﾃ ﾙ゙から認識

• 常にﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙを作成

• 以前のﾊ ﾗ゚ｿﾘｯﾄ゙ 法よりも高速かつ正確

ESPRITは三段階でﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙを認識します。

• ｿﾘｯﾄ゙ を近似するために選択した入力をﾓｻ ｲ゙ｸ加工します。

• 近似されたｿﾘｯﾄ゙ に基づき、回転ﾌ ﾛ゚ﾌｨー ﾙを検索します。

• 点を再接続し、ｾｸ ﾒ゙ﾝﾄと円弧を認識します。
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Prof it Milling加工
より賢く、より効率的で、さらに改善されたCAMﾌ ﾛ゚ｸ ﾗ゙ﾑを作成し、生産性を高めます。

Profit Milling加工はﾄﾛｺｲﾄ゙ 工具動作と従来のｵﾌｾｯﾄﾂｰﾙﾊ ｽ゚の「2つの加工法の長所を併せ持った」加工方法です。

• ﾄﾛｺｲﾄ゙ 移動の切り込み制御

• 一貫した長いｵﾌｾｯﾄ動作

• 加速が必要となる頻度を低減

その結果、ｻｲｸﾙ時間が70ﾊﾟー ｾﾝﾄ短縮し、工具寿命が5倍となりました。

この2軸、3軸および5軸荒加工条件は次の加工法で利用できます。
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ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工
工具動作ﾊ ﾀ゚ ﾝーの設定が新しいProfit Milling加工ｵﾌ ｼ゚ｮﾝが追加されました。

新しい加工条件は荒加工および[条件設定]ﾀﾌ の゙[荒＆床]設定、[荒加工]と[床の仕上げ]ﾀﾌ の゙[条件設定]を使用して利用す
ることができます。

工具動作を制御する設定は、ｵﾌｾｯﾄﾐﾙ加工とﾄﾛｺｲﾄ゙ ﾐﾙ加工でなじみ深い設定を組み合わせています。

変動Z 荒加工
変動Z荒加工にProfit Millingｵﾌ ｼ゚ｮﾝが追加されました。



8 |  ESPRIT 2013の新機能

新しい設定はﾎ ｹ゚ｯﾄ加工に似ています。

ﾓｰﾙﾄﾞ等高線荒加工
ﾓｰﾙﾄ゙ 荒加工も新しいProfit Millingｵﾌ ｼ゚ｮﾝを備えています。
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Profit Millingｵﾌ ｼ゚ｮﾝが切削条件設定に追加され、[ﾂｰﾙﾊ ｽ゚]
ﾀﾌﾞに新しいProfit Milling設定が表示されています。

新しい5軸荒加工
新しい5軸荒加工はおなじみの3軸ﾓｰﾙﾄ゙ 荒加工に基づいて
いるため、Profit Milling設定が利用できます。
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強化されたﾄﾛｺｲﾄﾞ工具動作
ESPRIT 2013では、高速加工の主力であるﾄﾛｺｲﾄ゙ 工具動作が改良され、切削全体でより高速になりました。

ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工および変動Z荒加工時のﾄﾛｺｲﾄ゙ 工具動作がより効率的になりました。

• ProfitMillingﾊ ﾀ゚ ﾝーの補足の改善

• 最小ｺｰﾅｰ半径により小さいﾄﾛｺｲﾄ゙ 移動を除去

• 送り移動時に工具が上昇し工具抵抗を低減
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新しい文字彫り機能
True Typeおよびｼﾝｸ ﾙ゙ｽﾄﾛｰｸﾌｫﾝﾄを含む文字彫り専用のﾐﾙ加工ｻｲｸﾙで文字彫り作業を簡単に行えます。

自由な加工条件でのﾃｷｽﾄまたはﾌｨー ﾁｬの文字彫りVｶ ﾌー 、゙輪郭加工、ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工が可能です。

ｺﾝﾄﾛｰﾙ:

• 文字高さ/幅

• 水平/垂直ｽﾍ゚ ｽー

• 文字傾斜

• 文字角度

• ｱﾗｲﾒﾝﾄ

文字揃え:

• 円状

• 直線的

• 回転

• ﾐﾗｰ

Vｶ ﾌーﾞ

• 正確なﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝ

• ｼｬ ﾌー ｺ゚ｰﾅｰを加工

• 可変深さにおいて角度のある工具を使用

• より短い加工時間のための単一の中心線ﾊ ｽ゚を作成
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改善された旋盤溝加工条件
側面および軸面に同時に切削可能な多機能溝加工の挿入を活用するために、ESPRITは溝加工を迅速に、効率的に行うた
めの新しいｵﾌ ｼ゚ｮﾝを用意しました。

荒加工ﾊ ｽ゚にｼ ｸ゙ ｻ゙ ｸ゙ ﾊ゙ ﾀ゚ ﾝーを使用する場合、新しいﾌ ﾗ゚ﾝｼﾞ設定により壁に対する負荷を軽減し、幅広の溝加工を迅速に行
う側面のﾌ ﾗ゚ﾝｼﾞを追加することができます。

側面のﾌ ﾗ゚ﾝｼﾞを使用するには、2つの方法があります。増分距離または総深さを使用します。

ﾌ ﾗ゚ﾝｼ が゙深くなく、仕上げﾊ ｽ゚により少ないｽｷｬﾛｯﾌﾟを作成する、輪郭に沿ったﾌ ﾗ゚ﾝｼﾞおよび側面送り速度の設定が追加さ
れました。
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ｼ ｸ゙ ｻ゙ ｸ゙ﾞ対角線ﾊ ﾀ゚ ﾝーを使用する場合、3つの条件が利用できます。[一定]、[厚い方から薄い方]、[薄い方から厚い方]。

[一定]ｵﾌ ｼ゚ｮﾝでは一定のｽﾃｯﾌ ｵ゚ｰﾊﾞー を使用し、溝へ斜めに進入します。

[薄い方から厚い方]ｵﾌ ｼ゚ｮﾝでは、常に薄い方から厚い方へと切削を行うように、斜め角度を調整します。

[厚い方から薄い方]ｵﾌ ｼ゚ｮﾝでは、ﾀ ｳ゙ﾝｶｯﾄと似た長所を持った、常に厚い方から薄い方へと切削を行うように、斜め角度を
調整します。金属を振動することなく除去でき、仕上げは著しく改善され、工具寿命も長くなります。

工具が壁をこすることを防止しその結果振動を減少させるﾌ ﾗ゚ﾝｼﾞ動作を仕上げ切削に追加できます。
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多軸加工での工具干渉回避
ﾂｰﾙﾊ ｽ゚計算中に工具干渉を検出します。新しい干渉検出条件が3軸および5軸ﾐﾙ加工に追加されました。

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果を待つ前に、ｼｽﾃﾑのﾂｰﾙﾊ ｽ゚計算中に工具干渉を知ることができます。

新しい干渉検出設定はｼｽﾃﾑを次のように設定可能です。

• 干渉を報告し、干渉回避のための最小工具長を表示

• 干渉を検出し、干渉を起こしているﾂｰﾙﾊ ｽ゚をﾄﾘﾑする

• 干渉を検出し、干渉を回避するために工具を傾ける（機械が回転動作できる必要があります）
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ﾂｰﾙﾊ ｽ゚がﾄﾘﾑされる場合、送り移動または早送り移動に再接続することができます。早送り移動が選択された場合、各ﾄﾘﾑ
位置にﾂｰﾙﾊ ｽ゚を再接続させるか、ｼｽﾃﾑにﾘﾄﾗｸﾄ移動を最小化させるために、ﾂｰﾙﾊ ｽ゚を再構成させるかどうか選択することが
できます。

工具を傾けることで3軸ﾂｰﾙﾊ ｽ゚の干渉を回避させる場合、標準5軸ｵｰﾄﾁﾙﾄが使用されます。ｵｰﾄﾁﾙﾄｵﾌ ｼ゚ｮﾝはﾏｼﾝｾｯﾄｱｯﾌﾟ内で
少なくとも1つの回転軸が定義され、ﾎﾞー ﾙﾐﾙかﾃｰﾊﾟー ﾐﾙ工具を使用している場合のみ表示されます。
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改善されたﾌﾞﾚｰﾄﾞ加工
端から端までの途切れることのない切削により、単一のﾌ ﾚ゙ｰﾄを最適に加工します。

新しいｵﾌ ｼ゚ｮﾝにより、工具がﾌ ﾚ゙ｰﾄ゙ 端に到達しﾊﾌ ｻ゙ ﾌーｪｽに接触したときに起こる不必要な切削の中断をなくします。

直接比較によってこの改善は明らかです。
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ｲﾝﾍﾟﾗｰ加工 再加工の強化
工具の進入配慮をすることなく、ｲﾝﾍ゚ ﾗｰをﾊﾌﾞまで完全に加工します。

強化されたｲﾝﾍ゚ ﾗｰ加工ｻｲｸﾙは最初の工具でできるだけ加工し、進入できない最初の深さで停止します

最大加工深さを、次の再加工を開始させるために使用可能です。

この柔軟な方法によって、工具径を小さくしながら複数の再加工が可能になります。
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容易な5軸ﾄﾛｺｲﾀ ﾙ゙ﾁｬﾈﾙ荒加工
5軸ﾄﾛｺｲﾀ ﾙ゙ﾁｬﾈﾙ荒加工で直接ﾓﾃ ﾙ゙面を利用できるようになりました。ﾁｬﾈﾙの片側の壁ｻ ﾌーｪｽを選択し、増分深さを設定す
るだけで後は自動で行われます。

薄いﾌ ﾚ゙ｰﾄ゙ 間のﾁｬﾈﾙ加工が新しいｵﾌ ｼ゚ｮﾝで従来より高速かつ、より簡単になり、複雑なﾌｨー ﾁｬを作成する必要も無くなりま
した。

柔軟性を保つため、ﾙｰﾙﾄ゙ ﾌｨー ﾁｬもｻﾎﾟー ﾄされています。

切削深さを定義するためにﾙｰﾙﾄ゙ ﾌｨー ﾁｬの底部ｴｯｼﾞに依存する代わりに、加工設定で増分深さが入力可能になりました。

ﾁｬﾈﾙ形状の左右両ｻｲﾄ゙ 間の切削ﾊ ｽ゚が、ｼｽﾃﾑによって自動的に同期できるようになりました。



容易な5軸ﾄﾛｺｲﾀﾞﾙﾁｬﾈﾙ荒加工   | 19

追加ｵﾌ ｼ゚ｮﾝにより、ｽﾜ ﾌー加工に似た個別の壁仕上げ加工ｻｲｸﾙの作成が可能になりました。



20 |  ESPRIT 2013の新機能

新しい同時5軸荒加工
同時3軸荒加工での技術を使用し、同時5軸部品を迅速かつ簡単に荒加工します。

ESPRITでは、床ｻ ﾌーｪｽに対して常に垂直に工具角度を保つことを除けば、3軸等高線荒加工と同じ技術を使用します。そ
の結果、工具形状（ｴﾝﾄ゙ ﾐﾙ、ﾎﾞー ﾙﾐﾙ、ﾌ ﾙ゙ﾉ ｽー ﾐ゙ﾙ）に関わりなく、ｱﾝﾀﾞー ｶｯﾄを加工します。

新しいﾎﾟー ﾄﾐﾙ加工
5軸ｺﾝﾎ ｼ゚ ｯ゙ﾄ加工の信頼性を基にして、新しいﾎﾟー ﾄﾐﾙ加工はｽﾊ ｲ゚ﾝ曲線に沿った工具位置の自動再計算で、通過点の工具方
向を改善します。

この新しいﾎﾟー ﾄﾐﾙ加工は、加工開始時の不要な工具傾斜を防止し、ﾎﾟー ﾄの内側にできるだけ深く加工することを可能にし
ます。
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円柱状および円すい状の同時4軸加工
同時4軸ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工および同時4軸輪郭加工で非円柱状の加工がｻﾎﾟー ﾄされました。

ESPRITの以前のﾊﾞー ｼ ｮ゙ﾝまでは、円すい状の形状はﾚｶ ｼ゙ｰ同時4軸ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工およびﾚｶ ｼ゙ｰ同時4軸輪郭加工ｻｲｸﾙでのみ可
能でした。

円柱状および非円柱状の形状が同時4軸ﾎ ｹ゚ｯﾄ加工および同時4軸輪郭加工ｻｲｸﾙを使用して加工可能になり、しかも
ﾚｶ ｼ゙ｰｻｲｸﾙよりも多くのｵﾌ ｼ゚ｮﾝを持っています。

さらに、加工するﾌｨー ﾁｬが同時4軸または展開平面なのかをﾕｰｻﾞー が指定可能にする、[同時4軸]ﾀﾌﾞに新しい設定が追加さ
れました。

ﾌｨー ﾁｬが展開平面の場合、ｼｽﾃﾑは自動的に作業直径を指示し同時4軸にします。

はい いいえ
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