
CAMのためのCAD
CA
D
統
合

©
 T

he
 h

el
m

et
 w

as
 p

ro
gr

am
m

ed
 a

nd
 p

ro
du

ce
d 

by
 D

AI
SH

IN



数あるCADシステムで唯一無二

「CAMのためのCAD」を作れるのは、ハイエンドなCAM開発者だけなのです。 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、使い方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プログラマのためのCADシステムです。

hyperCAD®-Sは、最新のハードウェアシステムから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ビットシステムは、メッシュ、フェイス、ソリッドを操作して精密な 

製品や部品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 

ポートされた大量のデータを後の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、まさに 

「CAMのためのCAD」なのです。

hyperMILL
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CAMユーザーによるCADシステムの使い方は、ほとん
どのエンジニアやデザイナとは異なります。そのため
hyperCAD®-Sは、CAMユーザーのニーズを全面的に満たす
ために設計されています。最も重要なのはCAMプログラミ
ングを効率的に行えることであり、hyperCAD®-Sはそれを完
璧にサポートします。

n  カスタマイズ可能なフィルター機能：レイヤーや色
などのおなじみのプロパティのほかに、基本的なジ
オメトリのプロパティやシステムのプロパティを、
ユーザー設定フィルターとして利用できます。

n  インテリジェントな図形要素管理: ツールパス、ファセッ
ト、点群、長方形。CAMに関連したこれらの図形要素を
CADカーネルに含めることで、プロセスが大幅に高速化
されます。

n  マルチアプリケーションモード:64ビットの統合シ
ステムにIDEスタイルのインターフェースが用意
され、任意の数のドキュメントを、それぞれ固有の
専用アプリケーションで開くことができます。複数
のモデルの処理と計算を同時に実行できます。

n  データのスムーズな受け渡し：包括的なインターフェース
パッケージ。読み込み：標準：IGES, STEP, STL, DXF/DWG, 
Parasolid®, 点群, hyperCAD®。 オプション：CATIA V4®, 
CATIA V5®, Autodesk® Inventor®, Siemens NX®,  
SOLIDWORKS, PTC® Creo。 書き出し：IGES, STEP, STL,  
DXF/DWG, 点群。

n  直感的な操作性:わかりやすいアイコンと素直なユーザ
ーインターフェースを採用。必要な機能がすぐに見つか
り、操作が速くなります。 

n  すべての言語に対応:hyperMILL®で利用でき
るすべての言語に同様に対応しています。

 CAMのためのCAD 

フィルター機能: キーワードのよ
うにタグを使って、図形要素を

分類できます。CADモデルに関
するすべての情報を元に簡単に
「ふるい」に掛けることができま

す。例：：「半径2mmから20mm
までのすべてのフェイス」

Kiefer Werkzeugbau GmbH Pfullingen社
副社長

「これを待ってたんだ!  
CAMプログラマのためのCADを!」

機能
n  CAMのためのCAD

n 64ビットのマルチアプリケーション

n  卓越したパフォーマンス

n  人間工学に基づいた設計

n 高度に直感的な操作性

n ハードウェアリソース使用の最適化



ジオメトリックエンジン –  
出発点にふさわしいCAD基本モジュール

曲面を作成する。曲線を選択する。点を削除する。表示・非表示にする・・・。これらは、すべてCAMプロ

グラマが日常的に行っている標準的CAD操作と言えます。日常的に行う作業だからこそ、そこから生ま

れる図形要素には最高の品質が求められます。hyperCAD®-Sは、こうした要望を期待以上に満たすこ

とができます。OPEN MINDは革新的なCADの開発において、デザイナーではなくCAMプログラマの

特別なニーズを満たす機能を実現することに、細心の注意で取り組みました。

従来の一般的なCADでは隠れたメニューがインターフェース内に無数に分散しており、混乱しがちで

す。しかし、hyperCAD®-Sには大型のアイコンを備え集中化された対話式インターフェースが採用され

ており、とてもユーザーフレンドリーです。インテリジェントな選択メカニズムと柔軟に定義できる革

新的なフィルター機能により、後工程のCAM操作でも図形要素の扱いがとても簡単です。インポート

された図形要素も、必要に応じて標準のサーフェイス修正ツールで素早く整えることができます。

 CAMのためのCAD 



n  hyperCAD®との完全な互換性:言うまで
もなく、hyperCAD®-SはhyperCAD®との
互換性を備えています。E3、E2、およびgkd
ファイルが読み込めるほか、ジョブリスト
や図形要素選択にも対応しています。

n  新しいナビゲート操作:ナビゲート
と選択の機能が強化され、大型の
モデルも簡単に操作できます。

n  修復と変更の高速化:外部からインポート
されたデータには、エラーが含まれてい
るのが普通です。そのため、hyperCAD®-S
には修復機能が用意されており、後の
CAMプロセスが高速化します。図形要素
エリアはいつでも簡単に編集できます。

n  図形要素の比較:図形要素を高速で比
較できるので、顧客から提供されたコン
ポーネントにおいて新バージョンで変
更された場所を正確に特定できます。

「ここからここまで」の様に曲線
をチェーン選択できるオプショ
ンや、接線、境界要素、同軸、同
一平面、フィレット、面取りを基

準にフェイスを選択できるオプ
ションを数多く提供します。

平面および曲面の 
フィリングフェイス: 

わずかな操作で、高 
品質な「穴埋め面」を 

作成できます。

カスタマイズ可能なツール
チップパネル:図形要素の
RGB値、ジョブリスト、読み
込みシステム、長さ、属性等
を表示します。

複数のワークプレーン:複数
のワークプレーンを定義でき

ます。ワークプレーンを保存
しておくと、移動/回転/ミラー

の際に活用できます。また、
保存したワークプレーンを、

他のファイルに読み込むこと
もできます。

実用的な分析機能:分析機能
を使うと、勾配エリアや高度に

複雑な図形要素を素早く、確実
に特定できます。図形要素の
品質を即座に評価でき、問題
点を速やかに検出できます。

加工への標準的準備作業:
フェイスの作成、延長および、追
加面や回避面の作成など、頻繁

に必要とされる作業が簡単に行
えます。バウンダリカーブやガイ

ドカーブを作成したり、補助的
に平面や座標軸を作成するな

どの作業も同様に簡単です。

同軸

同一平面

フィレット

接線



ソリッド – 効率の良いソリッドモデリング

hyperCAD®-S ソリッドは、CAMプログラマの使用を第一に想定して開発された、ソリッドモデリング専用モ

ジュールです。エンジニアやデザイナとは対照的に、プログラマはソリッドモデリングにおいて履歴ツリーを

必要としません。直接的に操作するのが一番速いのに、わざわざ複雑な手順を用意する必要があるでしょう

か？hyperCAD®-S ソリッドがもたらした革新的なダイレクトモデリングにより、ソリッドモデリングは楽しい作

業になったといえます。ソリッドモデルのフェイスまたはフィーチャを選択してからハンドルやマニピュレー

タをドラッグするだけで、ソリッドモデルのフェイスの位置や形状をリアルタイムで変更できます。最大の特

長は、ネイティブのデータだけでなく、外部ファイルから読み込まれた、履歴情報を持たないデータに対して

も、ダイレクトモデリングが行えることです。

hyperCAD®-S ソリッドモジュールを使うと、あらゆるソリッドモデルの読み込み、作成、変換、修正、結合を確

実に行えます。ソリッドモデルを操作する作業が、明らかに簡単に、そしてずっと直感的になります。面取り、フ

ィレット、および穴は、形状認識によりダイレクトに移動、縮小、拡大、削除できます。既存のフィーチャーや関

連する機能を使用すれば、フェイスやソリッドを操作するCAMプログラマは、より高い生産性、柔軟性を得る

ことができます。

クランプ治具の
ソリッドモデリング

ソリッドエリアの
特定部分の除去

処理後：閉じた
ソリッドモデル

 CAMのためのCAD 

機能
n ダイレクトモデリング

n 多数のフィーチャ

n 利便性の向上

n 柔軟性の向上



n  外部データの確実な読み込み:外部データから読み込ま
れたデータも、ネイティブCADデータと同じように扱われ
ます。スケッチ、フェイス、パーツなどのすべての構築デ
ータが受け入れられ、必要に応じて変更することもでき
ます。

n  多数の標準フィーチャ:基本構造、直線押し出し、回転
ソリッド、直線/回転スロット、ポケット、単純な穴、複雑
な穴、パターン、面取り、フィレットを作成できます。

n  時間を節約するゾーンフィーチャ:ゾーンフィーチ
ャを用いると、ユーザー固有のフィーチャを作成
できます。ゾーンは、移動、コピー、削除できるほ
か、hyperMILL®から選択することもできます。

n   フェイスからソリッドモデルを作成:わずか数
回のクリックで、閉じたフェイスの集まりから
ソリッドモデルを作成できます。逆に、ソリッ
ドをフェイスに分解することもできます。

n  フィーチャの便利な使い方:作成されたフィーチャには
履歴がなく、順序に意味はありません。簡単に選択でき
るようモデルツリーで管理されています。フィーチャのフ
ェイスはドラッグアンドドロップで移動でき、例えば穴の
位置を変更するなどが行えます。ダイレクトモデリングを
行うと、形状は自動的に再計算されます。フィーチャを加
工するための、削除、ミラー、パターン、オフセット、移動、
スケール、分解など、多彩な機能が用意されています。

n  確実なフィーチャ認識: インポートされたフェイスをダ
ブルクリックすると、フィーチャ認識が開始されます。
認識されたフィレットと面取りから自動的にフィーチ
ャが作成され、寸法を変更できるようになります。

n   集合演算: 和、差、積、分割の他、対話式のイ
ンタラクティブ演算も使用できます。

回転スロット 回転突出し

直線スロットパターン

標準フィーチャ

集合演算を使って、製
品形状に沿ったクラン
プ治具を作成する

ダイレクトモデ
リングで治具の

幅を広げる



メッシュ – 切削に対応したメッシュモデルの 
迅速な準備
スキャンされた製品、鋳鍛造部品、クレイモデル、金型:3Dスキャナは幅広い用途で使用されています。 

3D製品のすべての形状を高精度・高解像度で読み取ると、そのデータの多くは大容量になります。

CAMプログラマは、スキャンされた一連のデータから、メッシュを加工するための基礎データをすばやく作成

する必要があります。最高の加工結果を達成するため、CAMプログラマは、hyperCAD®-S Meshを利用して、

メッシュ状態の偏りを迅速に修復し、測定分析を実行できます。さらにはメッシュを加工するための確認と

準備を効率的に進めることができます。メッシュモデルの加工用に6つの新機能がサポートされました。



メッシュ機能
■   メッシュ スムージング 

メッシュ状態の偏りを修正するために、メッシュをスムージン
グします。

■   メッシュの簡略化 
図形を崩さずにメッシュの密度を減らすことができます。デー
タ量を軽減できるので、モデルに対する計算が速くなります。

■   メッシュエリアの穴埋め 
メッシュの穴を簡単に塞ぐことができます。

■   メッシュクラスタの分離 
離れたところにできたメッシュを削除することができます。

■   フェイスからメッシュを作成 
フェイスやソリッドモデル（オープンソリッドを含む）からメッ
シュを作成できます。

   
■   メッシュの分割 

メッシュモデルを平面要素で分割することができます。 
切断結果がスムースになる様に、切り口の三角メッシュは 
再作成されます。

 適用後 

 適用後 

 適用後 

 適用前 

 適用前  

 適用前  



hyperCAD®-Sデフォメーション –  
図形要素の変形

図形要素の変形は、デザイナやCAMプログラマがCADシステムに求める重要な必須機能です。CAMのユー

ザーは、図形を変形してバリエーションや複雑な形状を即座に作成できることを望みます。経験のあるCAM

プログラマは、金型モデルや高精度が必要な部品に対して、補正変形を行うことでより高品質な結果を得る

ことを求めています。

hyperCAD®-Sでは、デフォメーション モジュールを使うと図形要素を変形でき、それらの目的に沿った形状

を素早く得ることができます。この強力な編集ツールを使うと、全体的または局所的に部品を変形でき、従

来のモデリング手法であれば非常にコストがかかる様な結果を、簡単な操作で即座に得ることができます。

思いどおりの図形を素早く作成

1
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機能
n 迅速で簡潔

n 形状デフォーム

n ボリューム変形



n  形状デフォーム 初期曲線（
緑）から目標曲線（赤）を指
示して、選択した要素（フェ
イス、曲線、点、点群、メッ
シュ）を変形して目的の形
状を素早く作成します。

n  複雑な図形の作成: ボリューム変形を使って、2Dロゴまたはトレ
ッドパターンを3D図形上に投影します。

n  形状デフォーム： 開始輪郭（参照図：赤）からスタートして、目標輪
郭（参照図：緑）へ、選択された図形要素（曲面、曲線、点、点群、
メッシュ）を変形します。任意の輪郭で固定することもできます。

適用例

n  高精度な製造のための補正: 精密部品を高精度に作成するため
に、形状の見込み補正変形を行います。

イタリアの自転車 
（YouTube動画）

 変形前  変形後 

2

3



CAD・CAMデータ向けビューア： 
情報共有を進め、現場でのミスを減らす

hyperCAD®-S Viewerは、hyperCAD®-Sに対応しています。このオプションでCADデータの閲覧ができます。 

hyperMILL® SHOP Viewerも、hyperCAD®-Sに対応しています。このオプションは、hyperMILL®のCAMデータ

の閲覧ができます。hyperCAD®-S Viewerは、CADデータを簡単に閲覧して、工程計画をたてたり見積りを作

成したりする業務部門に最適なモジュールです。hyperCAD®-S Viewerは、実績のある中間フォーマットをサ

ポートし、オプションで様々なCADのダイレクトインターフェースも提供しています。

hyperMILL® SHOP Viewerは、CADデータだけでなく、hyperMILL®のCAMデータの閲覧もできます。これによ

り、従来、加工の段取りをするにあたりNCプログラムしか利用できなかった工作機械のオペレータが使用で

きる手段が増えました。加工現場の視覚化を進めるソリューションであるhyperMILL®  SHOP Viewerを利用

すれば、加工データを工作機械の前で視覚的に確認し、シミュレーションを実行することもできます。段取り

を開始する前でも、それぞれの加工オペレーション毎に詳細な状態を逐次画面上で確認できます。その結

果、実際の加工プロセスを事前に明確に理解することができるようになり、工作機械オペレータの豊富な加

工ノウハウをフルに活かすことができます。

CAM/CADデータを簡単かつ迅速に表示、分析、ドキュメント化する

CADデータ
のみに対応

CAD/CAM 
両データ 
に対応

Viewer

Viewer



機能: hyperCAD®-S Viewer

■   対象ユーザー:このビューアは、CADデータを簡単に閲覧して
工程計画をたてたり見積りを作成したりする業務部門に最適
なモジュールです。 

■   CADインターフェース:ビューアは多彩なフォーマットを
オプションでサポートしており、hyperCAD®ファイル、IGES、
STEP 、DXF/DWG、点群、Parasolid®のほか、Catia V4®およびV5®

、Autodesk® Inventor®、Siemens NX®、SOLIDWORKS、PTC® Creo
にも対応しています。

機能: hyperMILL® SHOP Viewer 
■   対象ユーザー:工作機械オペレータは、高度な加工ノウハウ

をhyperMILL® SHOP Viewerを通じて活用できます。加工工程
とパラメーターをコンピューター上で事前に確認でき、工具
や加工対象へのリスクを未然に防ぐことができます。

■   活用分野: hyperMILL® SHOP Viewerは、CAMプログラミング
工程の後に、加工現場環境から手早くデータにアクセスでき
る手段として設計されています。 

■   加工プロセスのシミュレーション. NCプログラムの確認は、ツ
ールパスのシミュレーション、素材を切削していくシミュレー
ション、そして工作機械を含めたシミュレーションを行うこと
で大幅に信頼性が向上します。実際のクランプ状態を含め
た加工プロセスの全てを、ストックモデルの状態から安全に
シミュレーションしていくことができます。

■   細部の検証:すべての要素とパラメータ（図形要素、フィーチ
ャー、ツールパス）をhyperMILL®の使用時と同じように表示
します。例えば、数回のクリックで工作機械に対するツール
パスをチェックできます。

■   コミュニケーションの向上: hyperMILL®ジョブに関する詳細
な情報を、製造プロセスに携わるすべての担当者が速やか
に、かつ一貫して利用することができます。

■   迅速なアクセス: hyperMILL® SHOP Viewerを使用すれば、完
全な加工データや形状、要素情報にすぐにアクセスできま
す。

■   実用性: SHOP Viewerは、工作機械モデルやポストプロセッ
サー、POFファイル等を扱えるので、特別な設定をせずとも
hyperMILL® SHOP Viewer のワークステーション上で加工デ
ータを簡単に開くことができます。

迅速なアクセス: hyperCAD®-S Viewerを使用すれ
ば、形状や要素情報にすぐにアクセスできます。

プロセスの信頼性を向上: hyperMILL® 
SHOP Viewerをお使いになれば、経験豊
富な工作機械オペレータであれば、加工
を開始する前にバーチャルに工程分析を
行い、エラーの可能性を発見できます。



あらゆるものをCADからCAMへ

ワークフローの改善は、CAMプログラミングにも反映されます。OPEN MINDが独自に開発したCADコア

は、CAMへの移行を超高速化します。hyperMILL®はhyperCAD®-Sに完全に統合され、2つのコアは効果

的に一体化されています。その効果は大きく、CAMプログラマは、より少ない作業時間で、工作機の能力

を最大限に引き出すことができます。

すべてのCAD機能に直接アクセスできることは、CAD/CAMシステムの全体的なパフォーマンスにはっき

りとわかる効果を及ぼします。透明性が高まったことで操作性が向上し、ユーザーはこれらの機能に即座

にアクセス可能です。hyperMILL®の既存のユーザーだけでなく新規ユーザーもhyperCAD®-Sの環境に

すぐに馴染むことができ、このシステムが提供する多くのメリットをすぐに実感していただけるでしょう。



n  hyperMILL®とhyperCAD-S®の完全な統合: 
試行とテストを重ねて築かれたhyperMILL® の 
インターフェースコンセプトは、hyperCAD®-S 
でも共通です。

n  インテリジェントな機能:ストックの継承、リ
ンクジョブ、移動/回転/ミラー、切削面/回
避面の概念、および自動干渉回避は、高
い効果を発揮するテクノロジーです。

n  直接計測:ツールパスやストックモデルをCAD 
機能で直接計測でき、作業効率を高めます。

n  効率のよいワークフロー:関連付きコピージョ
ブやユーザー変数、さらにAPIを用いたアドイ
ンによる自動実行などの機能は、プログラミン
グに必要な時間や手間を大幅に削減します。

n  明確に構成されたCAMプロジェクト:CADおよ
びCAMのすべての機能は、単一のユーザーイ
ンターフェースで操作できます。hyperMILL®
ブラウザでは、ジョブリストやコンパウンドジョ
ブなどの管理ツールを利用して、透明性の高
い信頼できるワークフローを構築できます。

hyperCAD-S®-SとhyperMILL®による加工例

n  シミュレーション: hyperMILL®の包括的な加工と切削のシ
ミュレーションを使って、ワークスペースを確実に監視し、
実際の加工を始める前に干渉の有無をチェックできます。

n  数多くの加工手法: hyperMILL®は、旋盤加工のほか、 
2D、3D、HSC、および5軸同時加工や専用アプリケー 
ションに対応しています。

n  最先端のCAMソリューション:最新のフィーチャーとマク
ロテクノロジーを使用したプログラミングの標準化と自
動化、そして、ジョブテンプレートの定義と標準の操作
が、毎日の作業をより楽にしてくれます。

n  工具の選択: hyperMILL®は、柔軟性の高い最新の工具
データベースを備え、他のシステムと自動的に情報を同
期できます。そのため、簡単に工具の作成、管理、完全な
組み立てを行えます。

n  ポストプロセッサー（PP）:PPは、使用する工作機、コ
ントローラ、加工対象に最適なプログラムを生成
します。hyperCAD®をお使いのユーザー様へ: PP
は、hyperCAD®-Sでもそのまま使用可能です。
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