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製品情報

P R O D U C T I N F O R M AT I O N

HDMには最新型の駆動・制御機器
(デジタルサーボドライ
ブ:Bosch-Rexroth社)
が装備されています。CNC制御装置
(Bosch Rexroth MTX) はワーク固有のSMSのユーザーインタ
ーフェース (HMI) のおかげで、非常に簡単にプログラミングす
ることができ、セットアップ時間も短縮されます。逃がしおよび
切り込みを行う (特許取得済み) 半径方向サポート駆動部にリ
ニアモーターを採用したことで、毎秒最大15ストロークのストロ
ーク周波数 (フライス盤の形状によって異なる) に達することが
可能です。そのため、ユーザーはCNC二番取り旋盤をこれま
でで最高の生産性で初めて使用することができます。

The HDM is equipped with the latest drive and control technology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the workpiece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC control
system (Bosch Rexroth MTX) can easily be programmed by
the operator in the dialogue system and allows for short setup
times. The use of a linear motor drive for the radial support that
executes the lifting movement as well as the infeed (patented),
stroke frequencies of up to 15 strokes per second (depending on
hob geometry) can be achieved. As a result, users can for the first
time avail of a CNC relieving lathe with unmatched productivity.

HDMおよびHDM-Sシリーズ (型式HDMの強化モデル) の
CNC二番取り旋盤はSMSのみで販売している特殊機です。ホ
ブ、ラックカッター、クリスマスツリーカッターおよび同種のすべ
ての工具のムク材あるいは前加工済材からの輪郭二番取り専
用に設計されています。その堅牢な基本構造により、本旋盤
はきわめて高い生産性と精度を実現します。

The HDM-S is equipped with the latest drive and control technology (digital servo drives: Bosch-Rexroth). Thanks to the
workpiece-specific user interface by SMS (HMI), the CNC control system (Bosch-Rexroth-MTX) can easily be programmed
by the operator in the dialogue system and allows for short
setup times.

標準HDMとHDM-Sとの相違点:

Differences between the standard HDM and the HDM-S:

HDM-Sバージョンには、X軸用に静圧スピンドルが使用されて
います。また、X軸もC軸も静圧軸受で取り付けられています

The HDM-S version uses a hydrostatic lead screw for the
X-axis. In addition, both the X-axis as well as the C-axis are
supported by in hydrostatic bearings

本機は静油圧式の円形／長手方向ガイドの採用により、振動
面において最適化が図られています。ベアリングの摩耗が回
避されます。これにより、最大 16 mmのモジュール (形状によっ
てはモジュール20まで) まで二番取りすることができ、ワーク最
大径は310 mmまで可能です

The use of hydrostatic round and axial guides results in a machine that is optimized in terms of vibration performance. Wear
at the bearings is avoided. As a result, hobs with module up to
16 mm (geometry-dependent up to modulus 20) can be relief
turned and the maximum workpiece diameter can be increased to 310 mm

そのため、HDM-Sはその構造により、加工時の切削ボリューム
の多い大型モジュール工具の二番取りに最適です。

The construction of the HDM-S therefore makes it particularly
suitable for relief turning large-module hobs with higher levels
of removal during machining. The optional coolant arrangement conveys a cooling facility with chip conveyor as well as
magnetic separator.

HDMおよびHDM-Sシリーズ (型式HDMの強化モデル) のCNC
二番取り旋盤はSMSのみで販売している特殊機です。ホブ、ラッ
クカッター、クリスマスツリーカッターおよび同種のすべての工具
のムク材あるいは前加工済材からの輪郭二番取り専用に設計さ
れています。その堅牢な基本構造により、本旋盤はきわめて高い
生産性と精度を実現します。

The CNC-hob relieving lathes of the types HDM & HDM-S
(reinforced version of the type HDM) are special machines
available exclusively from SMS that are designed in particular for profile relief turning of gear hob, rack cutters and
christmas tree cutters and similar tools from solid material or
pre-machined material. Due to their stable basic structure,
the machines enable very high productivity and accuracy.

ご用意しているオプション:

Available options:

直線形の二番取り:総形フライスやピッチフライスなどの直線
形の二番取り用ソフトウェア

Line turning: Software for line turning of form cutters,
hobs, etc.

交換可能な旋削工具用の特殊ホルダー

Special retainers for replaceable lathe tools

本機には、3のCNC軸が装備されています:

The machine is equipped with 3 CNC axes:

ワーク駆動部: 
長手方向サポート: 
ストロークと切り込み台: 

(C軸)
(Z軸)
(X軸)

加工例 HDM：ホブの2番取り旋削
モジュール：
長さ：
外径：
条数：
溝数：
サイクルタイム：

2
130 mm
90 mm
1
12
19 min

Workpiece drive: 
Axial support: 
Lift and infeed slide: 

(C-axis)
(Z-axis)
(X-axis)

Machining example HDM: Relief turning of Hob
Module:
2 mm
Lenght:
130,0 mm
Diameter:
90 mm
Number of starts:
1
Number of flutes:
12
Cycletime:
19 min

テクニカルデータ HDM/S

TECHNICAL DATA FOR HDM / S

Dim.

HDM

HDM-S

ワーク最大径
最大旋削可能長さ
最大搭載長さ
モジュール
最大搭載質量
最大ワーク回転数
リリーフストローク

Workpiece diameter max.
Turning length max.
Clamping length max.
Module
Workpiece weight max.
Workpiece RPM max.
Relief strokes

mm
mm
mm
mm
kg
1/min
Hz

220
630
1.000
0,5 - 8
200
70
15

310
630
830
5 - 16
300
50
10

(本カタログに記載している事項は予告なく変更することがあります)

(technical changes reserved)
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