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お客様との協力で得られた成果：
私たちは マ゙パール・エフェクト  ゙と呼んでいます。
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大幅な変化は望んでいませんが
多くの改善を求めています

We
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加工法を提案します

新たな
可能性を

開拓
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切りくず制御:
信頼性の高いスチールの仕上げ加工
マパールは、切りくずを確実に分断するた
めにスチール加工用の新しいチップガイド
ブレーカを提供します。ガイドパッドのつい
た工具による仕上げ加工の際には長い切
りくずが生じるため、面粗度、寸法精度お
よび自動プロセスに悪影響を及ぼします。

長い切りくずが工具に巻きつくと、工具が
損傷する可能性があります。このような不
具合は、新開発のチップガイドブレーカで
防ぐことができます。包括的なFEM	解析と
実験から開発・最適化された特殊形状によ
って、切りくずが確実に分断され、自動化プ
ロセスが妨害されません。

チップガイドブレーカはASリードのすべて
のスローアウェイインサートに適用でき、ま
たあらゆるコーティングが可能です。すな
わち関連するアプリケーションに影響され
ずに適合するインサートが取り付けられ、
プロセスの信頼性を確保します。

2020年の新製品 |	リーマ加工およびファインボーリング加工

製品の利点
	- 高い信頼性で切りくずを分断
	- 短い切りくず生成による高い表面品質と寸
法精度を実現
	- 自動化プロセスにて稼働停止の原因とな
る長い切りくず生成を防止

製品概要
	- スチール加工で、確実に切りくずを分断
	- 特殊形状の採用により加工プロセスの信
頼性が向上
	- ASリードのインサートに対応しあらゆるコ
ーティングが可能
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調整が容易な
小径仕上用外径リーマ
小径の外径仕上げ加工をできるだけ簡単
にできるように、マパールは新たに外径加
工用リーマを開発しました。この目的のた
めに	イージ	アジャストシステム	(EasyAd-
just	System,	EAシステム)		がカートリッ
ジに組み込まれています。このカセットは取
り外し可能で、マイクロメータや測定プレー
トを用いて、素早く、簡単にインサートが取
り付けできます。

EAシステムでは、あらかじめ穴加工に必要
な外周切れ刃のバックテーパーがインサー
トホルダーに組み込まれています。そのた
めインサートの交換時のバックテーパーの
調整は不要となり、ガイドパッド基準でイン
サートのオーバーハングの値を調整するだ
けです。高い繰り返し交換精度と容易なイ
ンサートの調整により、新しいシステムでは
小径の外周加工でも厳しい精度の許容公
差を確実に守ることができます。

製品の利点
	- 高い費用効果と加工信頼性
	- 革新的なカートリッジによる調整作業の軽
減
	- 容易な取り扱い
	- 外周切れ刃のバックテーパーの調整作業
は不要です。
	- 厳しい公差に確実に対応

製品概要
	- 小径でも調整が容易な外径仕上げ用の新
開発外径リーマ
	- 拡張可能なEAシステム付きカートリッジを
搭載
	- 高い交換精度	(2-3	μm	以下)
	- 素早く簡単に調整可能なインサート
	- インサートのバックテーパーはカセットに
組み込まれ、カセットはスローアウェイイン
サートのような働きをします。

Tec	インサート

カセット

固定ピン	|	ダウエルピン

クランプねじとクランピ
ングプレート

調整エレメント
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メガ-パイロット-ドリル	

メガ-ディープ-ドリル	

より良く、より早く、より経済的に
スチール加工用ソリッドドリル
スチール加工用ソリッドドリルでは、品質、時間、経済性に重点が置かれています。また
新しい工具開発の最前線においてもこれらに焦点が当てられています。条件が困難な加
工でも最高の費用効果を得るために最適なトリタン-ドリル-スチール	 (TRITAN-DRILL	
STEEL)	 に加えて、マパールは特殊な加工用として明確な付加価値を持つ工具を開発し
ました。

メガ-ディープ-ドリル とメガ-パイロット-
ドリル 
小径の深穴加工を行う場合、マパールはメ
ガ-ディープ-ドリル	（MEGA-Deep-Drill）
およびメガ-パイロット-ドリル	 (MEGA-Pi-
lot-Drill)	 を最適な組合せとして提供しま
す。メガ-パイロット-ドリルは	 メガ-ディー
プ-ドリルの基準穴加工用パイロットドリル
として最適な設計がされています。新しい
メガ-ディープ-ドリルは	1～2.9	mm	の小
径用として特別に開発されました。新しい
設計の溝形状と特殊な刃先形状により、最
高の送りと切削速度の加工が実現します。
切りくず排出を最適にするために、メガ-デ
ィープ-ドリルの先端はコーティングされて
います。

メガ-スピード-ドリル-ハードと
メガ-スピード-ドリル-イノックス
スチール加工向け高速穴あけ加工を高硬
度材料や深穴加工でも提供できるように
するため、マパールは加工深さ	 8xD	 およ
び	 12xD	 用のメガ-スピード-ドリル-ハー
ド	（MEGA-Speed-Drill-Hardened）	お
よびメガ-スピード-ドリル-イノックス	（ME-
GA-Speed-Drill-Inox）	 を開発しました。
メガドリルハードは最大65HRCまでの高
硬度材加工に適した切れ刃形状および刃
先の処理が採用されています。新しい超硬
母材と革新的なコーティング処理により、
工具寿命が最大になります。メガ-スピード-
ドリル-イノックス	は穴あけ深さ8xDおよび
12xDの切削用に新しい溝形状が開発さ
れました。ドリルの切りくず溝は後方に行く
ほど大きくなるように設定され、切りくずが
溝の中に詰まり停滞することを防ぎます。さ
らに切りくず溝はラッピングによる鏡面加
工されています。

製品の利点
	- 最高の送りと切削速度
	- 最適な切りくず排出性

製品概要
	- 複雑な部品の加工用に
	- 最適に調整されたパイロットドリルと深穴
加工用ドリル

2020年の新製品 |	ドリル6



メガ-スピード-ドリル-イノックス

メガ-スピード-ドリル-ハード

トリタン-ドリル-スチール

ピラミッド形刃先付きQTD インデ
クス式インサートドリル
不安定な加工条件の下で同時にで
きるだけ少ない超硬合金を使用し
て加工する場合、マパールはインデ
クス式インサートドリルQTDにピラ
ミッド形の刃先を備えた新しいイン
サートを提供します。刃先からイン
サートが自動でセンタリングするの
で、穴入り口での加工が確実に保証
されます。さらに新しいインサートの
コーティングは、鋳鉄の加工に合わ
せて調整されています。そのため耐
摩耗性が大幅に向上し、その結果、
工具寿命が非常に長くなります。

ピラミッド形の刃先 	
	 最適な求心性

製品の利点
	- 非常に長い工具寿命で安定した加工を実
現
	- 加工用途に最適化

製品概要
	- ハードマシニング向けメガ-スピード-ドリ
ル-ハード
	- メガ-スピード-ドリル-イノックス	により最
大12xDの穴加工を実現

製品の利点
	- 最適な求心性
	- 資源節約	-超硬合金の使用がインサー
トに限定

製品概要
	- 不安定な加工条件での使用
	- 新たに開発された形状
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ドリル-リーマ	-
ワンショットでドリル、リーマ加工を実現
経済的に製造し、生産時間と非生産時間
を短縮するために、各作業ステップを組み
合わせる一つの効果的な方法です。

アルミニウムや鋳鉄等の切りくずが短い材
料のボーリング用に、マパールはピラミッド
形の刃先を備えたドリルリーマを紹介しま
す。これは無垢からの穴あけ、リーマ仕上げ
をワンショットで加工します。

ピラミッド形の刃先により、最適な求心性
が得られ、ドリルリーマが問題なく被削物
に食いつきます。先端角140°の非常に小さ
なチゼルエッジにより、不安定な加工条件
下でも穴あけが可能です。最適に設計され
たリーマの刃先によって最高の仕上げ面
が得られ、新しいコーティングによって工
具寿命の延長が実現しました。

ピラミッド形の刃先 	
最適な求心性

製品の利点
	- ２種類の工具の統合による加工時間及び
非加工時間の短縮
	- 被削物に食いつき時のトラブルが生じませ
ん
	- 最適な求心性

製品概要
	- ドリル、リーマ加工の組合せ
	- クーラント穴あり/なしでの仕様
	- 先端角	140°	の小さなチゼルエッジ
	- 穴公差	>	IT	7

2020年の新製品 |	ドリル8



スローアウェイインサートによる
振動のない深穴加工
深穴のボーリング加工や不安定な加工条
件では、よく振動が発生します。この振動に
より穴の品質が低下し、工具寿命に悪影響
を及ぼします。

マパールのアークランド付きインサートは、
このような振動を防止することが証明され
ています。特に鋳物材料の加工では、非常
に良い結果が得られます。マパールはアー
クランドの技術特性をプレスされたインサ
ートの経済的利点と組み合わせます。その
結果、交換可能なインサートによるボーリ
ング加工に対して非常に経済的なソリュー
ションが得られます。

アークランド付きインサートは、例えばシリ
ンダー穴、	クランクシャフトベアリングレー
スの加工、油圧ケースあるいは風力タービ
ンのトランスミッションでも使用されます。
アークランド形状が加工プロセスで穴壁に
接して工具を支えます。この支持面が発生
する振動を最小限に抑えます。このアーク
ランド形状はリーマの外周丸ランド形状に
類似しています。

穴壁のアークランドに
よる支持面

製品の利点
	- 高い加工面品質
	- 高い加工信頼性
	- 長寿命
	- プレス型の採用による費用低減

製品概要
	- 深穴で不安定な穴加工に適合
	- アークランド形状により穴壁で工具が支え
られ、振動の発生を防止
	- 最小穴径	30mm	～

2020年の新製品 |	ボーリング 9



オプティミル-SPM-Rough
オプティミル-SPM-Finish

無垢材からのミーリング加工:
アルミニウムおよびスチールの高能率加工	
マパールはアルミニウムと鋳鉄加工用に、
オプティミル	(OPTIMILL)	ファミリーの高
性能エンドミルの分野でラインナップを拡
大しています。	

アルミ構造材に対するプロセスの安全性
新しい高性能マシンの潜在能力を新しい	
オプティミル-SPM	 (OptiMill-SPM)	エン
ドミル	"Rough"および	"Finish"	で活用で
きます。特にアルミ構造材の加工において、
その特長が発揮されます。

深い切込み深さや荒加工時に高い送り速
度が可能です。その理由は革新的なコード
形状であり、ストレートインサートを持つ工
具に比べて加工中の電力消費が大幅に低
くなることが保証されます。さらに工具の
革新的なローレット溝形状により、部品へ
の熱影響が最小限に抑えられます。

形状加工及びポケット加工の壁の仕上げ
用に、また１パス加工深さが非常に大きい
場合には、マパールは新たに開発された	オ
プティミル-SPM-Finish	 を用意していま
す。これは幅広い切削幅の加工において、
特に切れ刃とワークの接触及び加工負荷
が集中するコーナでも問題なく安定した加
工がおこなわれます。最適に設計された切
れ刃形状により、加工中に振動が発生すこ
とがありません。切りくず溝はラッピングさ
れているので切りくずの排出が最適に機能
します。

製品の利点
	- 高い切りくず除去率
	- 加工部品の振動および熱の伝達を抑制
	- オプティミル-SPM-Finish	による１パスで
の深堀仕上げ加工
	- オプティミル-SPM-Rough	による高い材
料除去率と高加工能率での荒削り

製品概要
	- 仕上げおよびラフィング加工用のオプティ
ミル-SPM-Finish	および-Rough
	- 新しい高性能マシンによるアルミ構造材の
加工用

2020年の新製品 |	ミーリング10



スチールの溝削りに最適
オプティミル-ユニ-ウエーブ	 (OptiMill-
Uni-Wave)	 は、様々な材料で最大	 2xD	
の溝深さのフル溝加工に最適な工具です。
その形状により、最高の金属除去率が可能
になります。オプティミル-ユニ-ウエーブ	の
あらゆる利点にも関わらず、スチールで深
さ	 ≥1.5xD	 の溝を加工すると、切りくずが
確実に排出されないという問題がよくあり
ました。この理由からマパールはオプティミ
ル-ユニ-ウエーブ	 をクーラント穴付きでも
提供しています。これにより切りくずが最適
に排出され、工具寿命が長くなります。さら
にマパールは特別に長い仕様のオプティミ
ル-ユニ-ウエーブ	 も紹介しています。それ
により深いポケット加工でもラフィング加
工に効率的なソリューションが利用できる
ようになりました。その長さにも関わらず新
しいエンドミルは、円錐形ネックにより非常
に安定しています。

特別に長い仕様のオプテ
ィミル-ユニ-ウエーブ

クーラント穴付きオプテ
ィミル-ユニ-ウエーブ

製品の利点
	- 大幅にポケット加工でも非常に安定した
加工を実現
	- 最適な切りくず排出性

製品概要
	- 新たにクーラント穴付き及びエクストラロ
ングのオプティミル-ユニ-ウエーブを標準
化
	- 深いポケットの溝加工およびスチール加工
でも高い信頼性

2020年の新製品 |	ミーリング 11



付加製造法	(3Dプリンター)	による
生産性向上
軽量、長寿命、最高の切削条件を備えた新
しいベル型カッター
PCD工具の重量を減らすと、通常は非常に
高い能率で加工することができます。設計
自由度の向上に加え、ツール重量を最適化
する機能は、付加製造法による最大の特長
の一つです。従来の加工技術では不可能だ
った工具内部を特別に開発された構造に
より、重量を大幅に削減することができま
す。

マパールが実際に付加製造法の特長を利
用した事例として、PCD切れ刃がろう付け
された新開発のベル型カッターがありま
す。ベル型カッターは、とりわけホース接続
部の外径加工に使用されます。ターボチャ
ージャー等の接続は、複雑な形状加工の要
求を満たす必要があり、それに応じて正確
に製造されなければなりません。経済的に
確実にロット生産するために、既存のプロ
セスの改善に継続して取り組んでいます。

そのためマパールは従来から製造されてい
る既存のベル型カッターを最適化しまし
た。選択的レーザー溶接プロセスにより、工
具内部が変更されました。すなわちソリッド
材の代わりに特別に設計されたハニカム構
造材が採用されました。その結果、工具は
30%軽くなり、緩衝効果のため工具寿命が
40%延びました。これにより加工品質は高
く維持しつつ、より高速加工が可能となり
ます。

2020年の新製品 |	ミーリング12
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加工ワーク: 	トランスミッションハウジング
工具: サーキュラーミーリングカッター	(z=5、多段式)
加工目的:	 高い信頼性のMQL加工を実現

プロセスの改善
n	切れ刃の最適な冷却と同時に、大幅に改善され	
	 たMQL用	スプレーパターンにより工具寿命を	
	 向上し、さらにクーラントの流路の改善により、	
	 切りくずの排出性が改善します。
n	軽量化により加工が安定します。それによりチャ	
	 タリングマークあるいは振動によるPCDのチッ	
	 ピングが避けられます。

重量削減
n	焼結ハニカム構造

Before

New: 3D - 43 %

2 4 6 kg

加工ワーク: 	クラッチケース
工具: サーキュラーミーリングカッター	(z=5、多段式)
加工目的:	 サイクルタイムの短縮

プロセスの改善
n	工具重量の削減と、それにより改善したATCの	
	 旋回モーメントにより、大幅な高速化が可能に	
	 なります。
n	さらに刃数の増加に伴い、切削速度が大幅に向	
	 上します。

重量削減
n	焼結ハニカム構造

- 33 %

2 4 6 kg

その他の例:

軽量構造のPCDサーキュラーカッター

全体で加工時間は50%短縮されました。さ
らにクーラント穴が最適化されました。新
しいベル型カッターはハイブリッド仕様で
す。選択的レーザー溶接により、新しい工
具形状がHSK-63の高精度ツール素材に
積層造形されます。付加製造法	 (3Dプリン
ター)で作られた部品は従来の方法で追加
工されます。その後PCDブレードがろう付
けされ、レーザーで刃先形状が加工されま
す。

製品の利点
	- 大幅な軽量化
	- より高い切削条件–	加工時間の短縮
	- ハニカム構造による減衰性
	- 高い加工品質を維持

製品概要
	- 付加製造法により工具を大幅に軽量化
	- 最適なクーラント供給機構
	- 付加製造法と従来の製造の組み合わせ

2020年の新製品 |	ミーリング

Before

New: 3D
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オプティミル-コンポジット-スピー
ド-プラス高い信頼性のCFRP加工	
新しいエンドミル	オプティミル-コンポジッ
ト-スピード-プラス	 (OptiMill-Composi-
te-Speed-Plus)	は、工具寿命と破壊強度
の観点からオプティミル-コンポジット-スピ
ード	(OptiMill-Composite-Speed)	をさ
らに理論的に改善されています。	 8枚刃の
ダイヤモンドコーティングの超硬ソリッドエ
ンドミルは、炭素繊維強化プラスチックの
安定した加工用に設計されています。強化
された芯厚と新たに採用された工具材種
の性能により、破壊強度は50%向上しまし
た。最適化された溝形状により、非常に高
い加工量でも削りくずと加工熱を迅速か
つ確実に排出します。切れ刃は、脆性被削
材質の要求に合わせて特別に最適化され
ています。オプティミル-コンポジット-スピ
ード	 の工具寿命は、以前のツールに比べ
て全体で20%長くなっています。ダブルシ
ンニングのユニークな底刃形状により、プ
ランジ加工性能は大幅に向上しています。

特に破壊強度が大幅に向上したことによ
り、CFRPの加工時に特に高いレベルのプ
ロセスの信頼性が保証されます。そのため	
オプティミル-コンポジット-スピード-プラス	
は航空宇宙産業での使用に最適です。高
性能セレーションのおかげでたった1回の
加工パスで荒加工と仕上げを行うことがで
きます。高い送り速度と切削速度により、特
に経済的な加工が保証されます。

製品の利点
	- 破壊強度が	50%	上昇
	- 工具寿命が	20%	増加
	- プランジ加工性能が向上
	- 加工信頼性が向上

製品概要
	- 新開発の高靭性超硬素材
	- 最適化された溝形状
	- ダブルポイントシンニング
	- 脆性材加工用の切れ刃

2020年の新製品 |	ミーリング14



ユニベース-S		(UNIBASE-S)	–	生産現場に設置し
移動の手間や時間を節約
生産現場で必要となる消耗品の分散化を
図りまた省スペースな方法で保管および管
理するために、マパールはシングルオートマ
チックディスペンサーユニベース-S	 	 (UNI-
BASE-S)	 を開発し、人間工学と使い勝手
の面で最適化しました。ディスプレイはデバ
イスの上部の側面に配置され、操作がスム
ーズになっています。ソフトウェアは一般的
なユニベースソフトウェアに切り替えられ

ました。新開発ディスペン
サーは既存のユニベースシ
ステムに接続する場合や
単体での使用のいずれも
可能です。

コンパクトな設計により、在庫ディスペンシ
ングシステム	ユニベース-S	 	 (UNIBASE-
S)	 は作業台上に直に設置することが可能
です。例えばスローアウェイインサート、工
具、チャック、個人用保護具などの保管に適
した96個または192個のトレイが設けら
れています。これにより作業員が中央の保
管場所に行く手間が省け、生産関連品を確
実に入手できます。

物品の取り出しはわずかな手順で手早く
簡単にできます。取り出す際には、作業者は
タッチスクリーンから直接デバイスへログ
インします。オプションでRFIDチップあるい
は指紋によりさらに早くログインできます。
登録された作業者のみが工具を取り出す
ことができます。スタッフがログインしてい
ない場合は、出力ドラムを回転させること
はできず、出力トレイは閉じたままです。ユ
ニベースソフトウェアから希望の品物が選
択されると、LEDランプが対応する物品の
トレイを示します。取り出し位置に来るまで
分配用ドラムを手動で回転させます。シス

製品の利点
	- 生産関連品の調達
	- 高い費用効果
	- コンパクトな寸法	-	作業台に直接設置

製品概要
	- 在庫管理ディスぺンディングシステム
	- 96個または192個のトレイ、個別出力トレ
イ
	- セントラルロック
	- 記録を含むデバイスでの作業員のログイン
	- プリインストールされたソフトウェアユニベ
ース

2020年の新製品 |	ディスペンシング

テムは出力トレイを開けた後に、物品が取
り出されたことを自動で記録します。それに
よりシステムの在庫は常に最新の状態にな
ります。
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機能とデザインの融合	–	
付加価値を加えた工業デザイン
マパールのチャック開発において、これまで
工業および製品設計が果たす役割は小さ
なものでした。これまでは主にプロセスの
信頼性に焦点が当てられていたので、開発
者によって徐々にラインナップが広げられて
も、外観が統一されることはありませんでし
た。この状況を変えるために、マパールは工
業デザインのエキスパートを採用しました。

洗練されたデザインで広がる可能性
チャックの外観に手を加えるだけでなく、考
え尽くされた工業デザインを通じて、お客
様のために付加価値を生み出す必要があり

ました。その理由は洗練されたデザインは
視覚的な効果だけでなく、経済的で環境保
全に貢献する可能性を切り開くからです。
そのため製品設計者は、機能解析とFEM
解析に基づいてマパールの製造部門ととも
に、新たなコンセプトを創造しました。

このコンセプトに従って設計されたチャック
は、文字通り新たな輝きに満ちています。新
たなコンセプトの一つの要素は光沢のある
表面です。特別に開発された研磨プロセス
で作られた表面により、チャックは以前より
も耐食性に優れています。

簡単でわかりやすい 「フールプルーフ・ハン
ドリング」
さらに新たなデザインで求められたのは、い
わゆる「フールプルーフ・ハンドリング」、つ
まり簡単でわかりやすいチャックの取り扱
いです。作動エレメントはすばやく認識でき
るもので、取扱い方法はすぐに理解できな
ければなりません。これらの要求により、ハ
イドロチャックの作動ネジなどのように作
動エレメントは青い色によって設定される
一方、対応した情報を含む内部で開発され
たシンボルは言語に関係なく設定されまし
た。	

2020年の新製品 |	クランプ

従来
設計
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最終的に、チャック形状は重量、材料の使
用について検討され、最適化されました。新
しい形状は、資源を最適に有効利用して、
可能な限り高い安定性を得るためのもので
す。たとえチャックの軽量化がわずかであっ
ても、長期にわたる使用では明らかに大き
な影響を与えます。たとえば、チャックが軽
いほど、スピンドルの加速および制動中に
必要なエネルギーが少なくなります。	

認知度を高めるコーポレートデザイン
新しいコーポレートデザインにより、クラン
ピング技術の製品プログラム全体がマパー
ルの提供であることが分かり、すべてが同じ
供給源からの品質と機能であることが保証
されます。マパールはこれまでの経緯からチ
ャックメーカーとして認知されないことがよ
くあるので、この重要性がいっそう高まりま
す。 製品の利点

	- 耐腐食性チャック
	- 簡単でわかりやすい操作性	-	フールプルー
フ
	- 最適なリソースによる高い安定性

製品概要
	- 付加価値を伴った新しい設計コンセプト
	- 光沢のある表面と明確な取扱い指針
	- チャックの製品プログラム全体へ拡張予定

2020年の新製品 |	クランプ

新デザイン
コンセプト
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c-CONNECT	による
デジタル化への小さなステップ

c-Connectの使用は、何倍もの利益を顧
客にもたらします。	 c-Connect	 は在庫品
の移動の記録とともに、測定装置から機械
への工具計測データのデジタル化して伝達
します。	 一方で、各種センサのおかげでc-
Connect	 ボックスでマシンの状態を監視
することができます。

この目的のために、c-Connect	 ボックスが
各マシンに取り付けられ、USBポートを介
して迅速かつ簡単に接続されます。これによ
り製造を全く異なるマシンからなる製造設
備を迅速かつ容易にネットワーク接続する
ことが可能になります。c-Connect	は一般
的な機械制御装置から独立しているので、
機械加工分野におけるデジタル化のための
低価格のエントリーレベルモデルです。すべ
てのチャンネルが	 c-Connect	に接続され
ていれば、デジタル化は徐々に拡大していく
ことが可能となります。例えば他の	 c-Com	
モジュールから提供される、すべての機能
を統合することができます。

計測データの直接送信
一般に大きな規模の生産加工業者では
RFIDチップやDNCサーバが使用されます。
一方で小規模な企業では、関連する計測デ
ータをマニュアル入力によって測定装置か
らマシンに伝達されることがよくあります。こ
のプロセスは時間がかかるだけでなく、ミス
が発生しやすく、最悪の場合は工具、機械、
部品が損傷する可能性があります。	 このよ
うな手動による通信エラーは、c-Connect	
では完全に排除されます。測定装置が工具
を測定し、計測データが自動的にそこから
c-Com	 プラットフォームに転送されます。
工具が機械上でスキャンされ、c-Connect	
ボックスがc-Com	 から計測データを取得
し、ボタンに触れるだけで工作機械に送信
します。ミスがなくなるだけでなく、さらに無
駄な非生産時間が短縮されます。c-Comプ
ラットフォームの在庫移動も記録されます。
さらに工具を取外す際に、工具寿命あるい
は交換理由などのデータをc-Com	 に付け
加えることも可能です。これは工具に付随す
るデジタルカードで可能になります。

オープンクラウド	プラットフォーム	c-Com		(Open	Cloud	Platt	form	
c-Com)	によってサプライチェーン全体をネットワーク接続し、関係者全員
がデータを利用できます。RFIDチップとDNCサーバから工具と機械に関す
るデータが自動的にクラウドに転送されるため、手動での転送は行われませ
ん。

ネットワーク化された製造の理想的なシナリオはこのようなあるいは類似の
概念になります。しかしこのシナリオは現実と一致することはほとんどありま
せん。なぜなら多くの場合完全なネットワーク化は多額の投資を伴うためで
す。多大な費用をかけずにデジタル化を始めたい企業のために、c-Com	社
は同名のボックス名を含むモジュール「c-Connect」を開発しました。

2020年の新製品 |	クランプ18



機械の監視
c-Connect	 ボックスを使用すると、センサ
で検知可能なすべての値を監視することが
できます。例えばc-Connect	 ボックスは温
度、湿度あるいは機械の信号灯の状態をチ
ェックして測定します。設定値を超えるか、
下回った場合、例えば	SMS、Twitter	ある
いはEメールでオペレータもしくは責任者
へ即座にプッシュ通知が入ります。故障の
場合も同様です。機械の信号灯が赤に切り
替わるとすぐに通知され、欠陥を修復するこ
とができます。これにより、特に夜間等の無
人生産中に長時間停止することがなくなり
ます。

製品の利点
	- 機械制御システムで工具データのマニュア
ル入力エラーを排除
	- マシンダウンタイムの最小化
	- 工具性能の解析が可能
	- 不要なダウンタイムの節約、より速い機械
立ち上げが可能
	- 簡単かつ迅速なシステムの設置と運転開
始
	- 関係者全員が全データをリアルタイムで利
用可能

製品概要
	- 市場で最も費用効果の高いマシンネットワ
ーキングシステム
	- ツールのデータはマシンに転送され、クラウ
ドプラットフォーム	c-Comへ返送
	- 工具寿命評価および交換理由の記録が可
能
	- 機械状態の監視および評価
	- マシンダウンタイム時の通知の受信
	- 機械制御システムおよびマシンメーカーか
らの独立性を確保

2020年の新製品 |	クランプ 19



オプティミル-3D-CS	 オプティミル-3D-HF-ハード

金型加工向けの超硬
ソリッドエンドミル
マパールは新たに金型加工用のハイパフォ
ーマンスプログラムとして特別に開発され
た超硬ソリッドエンドミルを製品名オプテ
ィミル-3D	 (OptiMill-3D)	として発売しま
した。これらの工具は、耐熱性が非常に高
いコーティングと特殊な超硬母材に加え、
特に金型加工に適した寸法と形状が特徴
です。	

高い材料除去率の高送り加工
マパールは、硬度45-66	 HRCの高硬度材
をミーリング加工用に、4枚刃もしくは6枚
刃を備えた	 オプティミル-3D-HF-ハード	
（OptiMill-3D-HF-Hardened）	 を使用
する2種類の新しいハードマシニング用高
送りエンドミルを紹介しています。断続加
工等の困難な使用条件でも工具が安定し
て加工できるように、マパールは特殊な底
刃形状を採用しました。

4枚刃エンドミルは、荒加工および中仕上
げに使用されます。少ない刃数とスペース
の広いチップポケットにより、切りくずを確
実にすることができます。さらに大きな突き

出し長さや深いポケット加工では最適なエ
ンドミルです。

6枚刃エンドミルは、荒加工および中仕上
げ、また高い送り速度による平面の仕上げ
にも適し、最高の加工面粗度と平坦度が
得られます。ソフト加工には、3枚刃および
4枚刃の同一形状のオプティミル-3D-HF	
（OptiMill-3D-HF）	 が使用できます。寸
法形状はオプティミル-3D-HF-ハードと同
一です。

最高精度のための高精度コーナーR付エ
ンドミル
3D形状から硬度66	 HRCの仕上げには、
コーナーラジアスエンドミル	 オプティミ
ル-3D-CR-ハード（Opti-Mill-3D-CR-
Hardened）	 が使用されます。高精度に作
られたコーナーR	 によって、最高の送り速
度で非常に良好で滑らかで光沢のある表
面が得られます。オプティミル-3D-CR-ハ
ード	 は、異なる長さとコーナー半Rの組み
合わせで、直径4-12	 mmの範囲がシリー
ズ化されています。	
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オプティミル-3D-HF-ハード オプティミル-3D-HF オプティミル-3D-CR-ハード

5軸加工機での中仕上げおよび仕上げの
効率
新しいサーキュラーラジアス	 エンドミル		
オプティミル-3D-CS	 (Opti-Mill-3D-CS)	
は、主に金型の深いポケット加工、複雑な
曲面形状あるいはタービンブレードやイン
ペラの加工に使用されます。
このエンドミルの特長は、R形状と切れ刃
形状を最適な組み合わせとし、中仕上げと
仕上げの際により大きいカッターパス幅が
採用できるようになります。その結果加工
時間を大幅に短縮でき、部品の表面品質
を大幅に改善できます。深いポケット加工
でアクセスが困難な場合の加工には、ドロ
ップレット形状のオプティミル-3D-CS	 が
最適です。広い表面と干渉による制限があ
る輪郭加工では、テーパ形状のエンドミル
による加工が非常に有効です。

工具や金型製造
用のISO工具は

次のページにあり
ます。

製品の利点
	- 高い送り速度と長い工具寿命による非常
に高い費用効果と性能
	- 高可用性のための幅広い標準プログラム
	- 用途に合わせた形状により高い信頼性

製品概要
	- 特殊な底刃形状を採用した高い材料除去
率の高送り加工用エンドミル
	- 3D形状の仕上げ用高精度コーナーR付き
コーナーラジアスエンドミル
	- 複雑な自由表面形状を仕上げ加工用大径
R付きサーキュラーラジアスエンドミル
	- 異なる長さとコーナー半Rの組み合わせで
幅広い標準プログラム
	- 極めて耐熱性が高いコーティングおよび特
殊超硬母材を採用
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金型製造	ISOフライスカッターの
総合プログラム
マパールはISOインサートを備えたフライ
スカッターの新しいプログラムを提供しま
す。これには割出し式円形インサートフライ
スカッター、高送りおよび90°肩加工用フラ
イスカッター、球面シートカッター、トーリ
ックカッターおよび鋳鉄、スチール、ステン
レス鋼、非鉄金属および	 65	 HRC	までの
硬化材料を加工するための仕上げ用フラ
イスカッターが含まれます。加工材料と要
求に応じて、異なる工具材質とコーティン
グが使用されます。

この製品シリーズは、荒加工および中仕上
げに最適な割出し式円形インサートフライ
スカッターです。円形インサートはツールの
中心に取り付けられています。これにより高
精度で形状を加工できます。スムーズな切
削により低振動加工が保証されます。

最高の切りくず除去率と非常に高い送り
速度での荒加工用に、マパールは、高送り
用及び90°肩加工用スローアウェイインサ
ートを搭載したフライスカッターを発売し
ました。深いポケットの荒加工や低剛性の
マシンでの使用に最適です。

新しいプログラムのもう１つのツールは、ボ
ール及びトーリック	 (Toric)の両方を備え
た汎用フライスシステムとして中仕上げと
仕上げ用に使用できます。高精度のインサ
ートのシート座とボディマテリアルのバイ
ブレーションダンパーのおかげで、フライス
カッターが完璧な表面をつくります。

新しい仕上げ用フライスカッターは、90°の
壁面、底面および形状加工用に特別に開
発されました。特に高い負荷がかかる急な
斜面の加工では、小さなコーナーRによっ
て加工負荷が軽減されます。

製品の利点
	- 経済的で効率的な加工
	- 高い加工の信頼性と柔軟性
	- スムーズな加工
	- 最高の工具寿命

製品概要
	- 割出し式円形インサートフライスカッター、
高送りおよび90°肩加工用フライスカッタ
ー、球面シートカッター、トーリック	(Toric)	
カッターおよび仕上げ用フライスカッター
が標準で利用可能
	- 鋳鉄、スチール、ステンレス鋼、非鉄金属お
よび65	HRCまでの高硬度材の荒加工お
よび中仕上げ用
	- CVDおよびPVDコーティングの工具材質
が選定可能
	- フライスアーバー、スクリューインタイプフ
ライスカッターが利用可能
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 割出し式円形インサートフライ 
 スカッター 
n	荒加工および中仕上げに最適
n	ソフト加工、ハード/仕上げ加工	
	 用の工具材質およびチップガイ	
	 ドブレーカが利用可能
n	インサートのニュートラルな取り	
	 付け位置による高精度な形状加	
	 工
n	低振動加工のためのスムーズな	
	 切削
n	切りくず除去の保全
n	フライスアーバー、スクリューイ	
	 ンタイプフライスカッターが利用	
	 可能
n	直径範囲:10-160	mm

 仕上げ用フライスカッター  
n	90°の表面、フェース面および形	
	 状加工の仕上げに最適
n	優れた表面品質のための横方向	
	 と軸方向のワイパーインサート
n	長い突き出し長さでの無振動加	
	 工
n	スクリューインタイプフライスカ	
	 ッターとして利用可能
n	直径範囲:16-42	mm

 球面シートカッターおよびトー 
 リック (Toric) カッター 
n	最高の生産性を実現する汎用型	
	 フライスシステム
n	中仕上げと仕上げ用のボール及	
	 びトーリック	(Toric)	インサート	
	 を備えたツールボディ
n	厳しい公差により高い回転振れ	
	 精度を実現
n	減衰効果の高いソリッドカーバ	
	 イド製キャリアツールによる完璧	
	 加工表面
n	超微細粒超硬合金の使用による	
	 プロセスの信頼性の向上
n	エンドミル、スクリューインタイプ	
	 フライスカッターとして利用可能
n	直径範囲:8-32	mm

 高送りおよび 90°肩加工用フラ 
 イスカッター 
n	最高の生産性を実現する汎用型	
	 ツールシステム
n	高送りおよび肩加工フライス用	
	 のインサート付きボディマテリア	
	 ル
n	極度に高い送り速度と大きな切	
	 り込み深さによる最高の切りく	
	 ず除去率
n	2枚刃および4枚刃のインサート
n	フライスアーバー、スクリューイ	
	 ンタイプフライスカッターが利用	
	 可能
n	直径範囲:16-200	mm

2020年の新製品 |	工具および金型製造 23



1

43

2

1 2

ターボチャージャー連続生産で
高い信頼性と費用効果を実現
マパールは排気用ターボチャージャーを加工するためのすべてのプロセスを提供しています。ここでは高温側ハウジング加工で異なる加
工工程で4種類のツールを一例として紹介します。それらにはターボチャージャー加工において、マパールが提供するさまざまなツール及
び加工ノウハウが示されています。

V-バンド 前加工およびタービン内面形状加工
難削材となるワーク材質に加え、断続加工
となり非常に困難な加工です。マパールは	
ISO	インサートを備えた多段のボーリング
ツールを採用しています。段付きの内径加
工と外径加工を同時に行なわれます。切り
くずが外側へ排出され、タービン内面の形
状を損傷しないようにツールを左回転で回
し加工します。

加工例:
材料:	1.4837
クーラント:	MQL
加工径:	49	;	70,5	;	73	;	90	mm	;		 	
											チャンファー角度	10°
切削速度:	70	m/min
送り:	0,4	mm
工具寿命:	75	ワーク

タービンのメイン穴の中仕上げと仕上げ加工
形状、位置、面粗度の公差が厳しいため、
タービンのメイン穴のトランペット形状加
工が困難です。マパールはLAT	 （Linear	
Actuating	 Tool）	 付きツールトロニック	
(TOOLTRONIC)	 を提供しています。それ
により旋削加工をマシニングセンターで行
うことができます。インサートは荒加工用に
1枚、仕上げ用に2枚、合計3枚が搭載され
ます。	

加工例:
材料:	1.4837
クーラント:	MQL
加工径:	40,5	-	57,295	mm
切削速度:	140	m/min	(荒加工)、
	 			120	m/min	(仕上げ)
送り:	0.15-0.4	mm
工具寿命:	50	ワーク
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ターボチャージャーハウジングの合わせ面
最近、マパールはプレス加工されたラジア
ルISOインサートを装備した新しいフライ
ス製品シリーズを紹介しました。ターボチ
ャージャーハウジングの端面の荒加工用に
このシリーズのフライスカッターが使用さ
れます。この正面フライスカッターのハイラ
イトは、使用可能な16枚刃を備えたISOイ
ンサートです。これにより工具が特に経済
的に使用できます。

加工例:
材料:	1.4849
クーラント:	ドライ加工
加工径:	125	mm、14	枚刃
切削速度:	80	m/min
送り:	0,12	mm
工具寿命:	125	ワーク

触媒フランジの前加工 
同様に触媒コンバータフランジの前加工用
に新たにマパールが開発した工具は、特に
高い費用効果を実現します。この加工工具
にはタンジェンシャルテクノロジーが使用
されています。LTHU	 インサートがツール
正面と外周に取り付けられているため、各
インサートの8枚の刃先を効果的に使用で
きます。

加工例:
材料:	1.4837
クーラント:	MQL
加工径:	119	mm
切削速度:	80	m/min
送り:	0.3	mm
工具寿命:	100	ワーク

ターボチャージャー
の断面図

製品の利点
	- 極めて高い費用効果持った工程を実現
	- 信頼性の高い工程を保証
	- ミクロン精度の加工精度を実現

製品概要
	- ターボチャージャー排気用ハウジングの全
加工用工具とチャック
	- ターボチャージャーの各形状に合わせた加
工コンセプト
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E	-モビリティ	-	電動モーターハウジングの個別ソリューション
電気駆動による自動車では、さまざまな電動モーターハウジングが使用されます。
その際、3つの基本的な構造タイプに区別することができます。マパールはハウジン
グタイプの加工タスクにとって例となる革新的なツールソリューションを紹介しま
す。

チューブ型ハウジング
特徴:
両側が開いているチューブ型ハウジングで、2
個のベアリングキャップを付けたロータベアリ
ングが取り付けられます。ダウエルピンまたは
嵌合面からの2個のベアリングキャップの位置
決めにより、ステータ穴との同軸性が確保され
ます。クーラント穴はハウジング内あるいは外
側のリブに取り付けられています。

ポット型ハウジング
特徴:
ポット型またはベル型のステータハウジングと
ステータキャリアが全体のハウジングに取り
付けられます。最初のロータベアリングはハウ
ジングに、二番目のベアリングはベアリングカ
バーに取り付けられ、ダウエル穴あるいは篏合
するはめ合いにより位置決めされます。

高度に統合されたハウジング
特徴:
ステータホルダー、ギアボックスホルダー、パワー
エレクトロニクスを備えた高度に統合された複
合ハウジングです。ステータ穴の内径穴と座面が
機能面として働きます。ステータ穴との同軸度を
維持し、ロータベアリング穴がハウジングに組み
込まれます。ハウジング内のベアリング穴は、ス
テータ穴との同軸度、高度な平行アライメントと
位置決め精度が要求されます。 コンパクトカートリッジ付き ISO・ボーリングツール

Ø 250 / 258 mm、HSK-A100 - max. 21 kg

コンパクトカートリッジ付き ISOボーリングツール
Ø 182 / 185 mm、HSK-A63 - max. 9.5 kg

PCDスローアウェイインサート搭載のスローアウェイボーリン
グツール、Ø 210 mm、HSK-A63 - max. 3.5 kg

異なる穴径の前加工に適用可能 
ヘリックスフライスカッターを使用すると、さまざまな
加工径の前加工が可能になります。LAT	アクチュエー
ティングツールの使用により、内径の形状加工が容易
に加工できます。両方のソリューションは共に切削負
荷を大幅に軽減します。

切削負荷を抑えた異なる穴径の前加工が可能
PCD スローアウェイインサートを搭載 ISO ヘリックスフラ

イスカッター、HSK-A63

特長: 汎用性

前加工

ステータ穴

超軽量構造 
& 
柔軟性
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切りくず保護カバー付き溶接構造ファインボーリングツール、外径  
68 / 258 mm  HSK-A100 - max. 20 kg

TEC インサート + EAシステム搭載ファインボーリングツール　
外径 70 / 185 mm、HSK-A63 - max. 11.5 kg

ビーム型ファインボーリングツール Ø 210 mm、
HSK-A63 - max. 5.5 kg

内径形状加工、LATアクチュエーティングツール、
HSK-A100

仕上げ加工

内径前加工用 ISOカートリッジ付きボーリングツール

端面及び内径リセス溝加工用の多段式 ISOサーキ
ュラーミーリングカッター

ガイドパッド及びフローティング機構付き内径仕上げ
用ファインボーリングツール

EAシステム付きベアリング穴用外径リーマ

PCDミーリングカードリッジ付き正面フライスカッター 
(基準面加工用にも使用)

PCDミーリングカードリッジ付きモノブロック正面フライ
スカッター

3枚刃超硬ソリッド段付きドリル

ハイドロチャック付きPCDボーリングツール

付加製造法（3Dプリンター）
により大幅に軽量化を実現
付加製造法を使った軽量化ツールは、従来の
工具と比較して工具重量及びATCの旋回モ
ーメンが大幅に削減されました。溶接構造ツ
ールと比較して重量を20パーセント以上削
減できます。

ステータ穴の仕上げ加工用
付加製造法による製造、

Ø 220 / 225 mm、HSK-A63 - max. 8.5 kg

ベアリング穴 シール面/合わせ面

位置決め穴

特長 :超軽量設計

4
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マパールはツール及び問題解決のソリューションを提供し、お客様に進化をもたらします

リーマ加工	|	ファインボーリング
ドリル加工	|	ボーリング	|	カウンターシンク加工
ミーリング
旋削加工
クランピング
アクチュエーティング
セッティング	|	計測	|	ディスペンシング
サービス


