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プロファイル荒取りソフト 
「荒取りＰＲＯ」 マニュアル 

２０１１年３月２５日 改訂 

マニュアルは、詳細に説明しています。 

使い方の流れを見たい時は、「荒取りＰＲＯの手引き」をご覧ください。 
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【概要】 

このソフトは、ＮＣデータを読み込んで、それを基準データとして、荒取り用の穴加工デ

ータ、工具中心のプロファイルデータ、プロファイルの突き加工データを作ります。 

 

穴加工データは、「現場で使うＮＣソフトシリーズ」の「円切削」で読み込んで、ヘリカル

加工ができます。 

 

プロファイルデータは、Ｚ値なしのプロファイルデータをサブプログラムとして、メイン

プログラムで、位置決め、早送りＺ高さ、Ｚの等ピッチ切込を決めます。 

（サブプログラムをメインプログラム内に取り込む事もできます。2011.03.24 改良） 

 

読み込むＮＣデータは、３ＤＮＣデータでもＯＫです。Ｚ値は無視します。 

干渉計算をしているので、ＮＣデータは 終ライン（仕上げＲのデータ）が 適です。 

 

【ＮＣデータ作成の流れ】 

1. ＮＣデータの読み込み 

ＮＣデータを基準データとして、読み込みます。 

2. 基準データの編集 

基準データを整理します。（アプローチ円弧の削除、複数データの連結 等） 

3. 円データ＆サブプログラムの作成 

干渉計算をして、穴位置データ、プロファイルのサブプログラム、突き加工準備デ

ータを作成します。 

4. メインプログラムの作成 

プロファイルのサブプログラムを呼ぶ、メインプログラムを作成します。 

メインプログラムにサブプログラムを取り込むこともできます。 

5. 突き加工ＮＣの作成 
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突き加工ＮＣデータを作成します。 

 

 

「実行」ボタンを押すと下図が表示されます。 

 

 

【 メイン＋サブ（複数）作成 】 

ＮＣデータ分割Ｚ追加ソフトの手引き をご覧ください。 

 

【 ＮＣデータの作図（重ね書き） 】 

ＮＣデータの作図（重ね書き）マニュアルをご覧ください。 
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【設定】 

 

使用エディターの初期値は、メモ帳（ノートパッド）になっています。 

普段使用しているエディターに変更してください。 

「選択」ボタンを押すと、プログラムが選択できます。 

 

このソフトでは、読み込んだＮＣデータを、作業ファイルＤＡＴＡ１～ＤＡＴＡ５で管理

しています。この書き込みフォルダーを選択します。 

初期値は、C:\ です。 

 

加工時間の計算の為に、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の早送り速度を入力します。 

また、早送りでは、加速と減速を考慮していないので、早送り補正時間を入力して、 

Ｇ００の行毎に、早送り補正時間を追加します。少数点以下の数字も０Ｋです。 

Ｇ０１の行毎に、追加する必要がある時は、切削送り補正時間を入力します。 

 例） ０．５秒 
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【ＮＣデータの読み込み】 

 

 

ＮＣデータファイルを選択します。 

「選択」ボタンを押すと、ＮＣデータが選択できます。 

ＮＣデータを選択後、「編集」ボタンを押すと、エディターでファイルを開きます。 

小設定単位を選択して、データの読み取り方法を選択し、書き込み場所をＤＡＴＡ１～ 

ＤＡＴＡ５の作業ファイルから選択して、読み込みボタンを押します。 

 

ＮＣデータに少数点がない時は、 小設定単位で読み込まれます。 

ＮＣデータに少数点がある時は、小数点に従います。 

 

【詳細説明】 

ＮＣデータを読み込むとき、直線は、約１０ｍｍに分割します。 

それは、プロファイルの荒取りの時、切削範囲を細かく設定できるようにする為です。 

 

３Ｄのデータを読み込む事もできますが、Ｚ値は無視します。 

 

データの読み取り方法は、Ｇ４１、Ｇ４２～Ｇ４０で読み取るのが楽です。 

また、そのまま読み込んで、基準データの編集で余分な線を削除しても結構です。 

 

しかし、線が重なって、どちらの線を削除したか分からない時は、抜き出したいＮＣデー

タの前後にＧ４１、Ｇ４０を追加するか、またはＺ値を追加してから、その読み取り方法

を選択して、読み込むのが良いと思います。 
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【基準データの編集】 

１．データの読み込みと表示  

 

データを選択して、「データを表示」ボタンを押すと、上の図が表示されます。 

黄色い大きい○が 初の図形の始点です。小さい○が 初の図形の終点です。 

ＮＣデータの１行毎に、ピンクと青でマダラ模様に表示されます。 

 

「表示方法」で「まだら模様なし」を選択すると、 

ピンク色だけになります。 

 

「拡大」ボタンをオンにすると、ズームモードになり、マウスでクリック＆ドラッグした

範囲を拡大します。「全体表示」ボタンを押すと、元の大きさになります。「拡大」ボタン

をオフにすると、選択モードになります。 
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「カーライン」「センターライン」の表示も、オン、オフで切り替えられます。 

また、カーラインの初期値は１０．０が入っていますが、任意の数字を入れることができ

ます。数字を入れ替えた時は、「全体表示」ボタンを押すと反映されます。 

５本おきに緑色の線で表示します。 

 

２．ミラー・反転  

説明では、ＤＡＴＡ１を読み込んだデータを元データとします。 

 

「ミラー・反転」－ 「Ｘ値 ミラー」ボタンを押すと下図に変わります。 
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「ミラー・反転」－ 「Ｙ値 ミラー」ボタンを押すと下図に変わります。 

 

「ミラー・反転」－ 「逆回り」ボタンを押すと下図に変わります。 

逆回りになったので、元データと比較すると、 初の図形の始点を表す黄色い大きい○が 

変更されています。 

 

 

これらの変更は、保存しないと残りません。 

「データ書き込み」ボタンを押すと、ＤＡＴＡ１に上書きされます。 

別のデータとして残したい時は、ＤＡＴＡ２～ＤＡＴＡ５を選択して、「データ書き込み」 

ボタンを押します。 
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３．編集  

 
アプローチ円弧を削除します。 

「編集」－「先頭から選択」は、データの先頭から、選択された図形までを、選択する機

能です。 ここでは、先頭から先頭までで、 初の円弧だけを選択します。 

選択された図形は赤くなります。 図形を拡大してから選択する事もできます。 

「選択範囲の削除」を押すと、赤くなった図形が削除されます。 

次に、「末尾まで選択」で 後の円弧を選択します。 

「末尾まで選択」は、選択された図形からデータの 後までを、選択する機能です。 

末尾から末尾までで、 後の図形だけが赤くなります。「選択範囲の削除」を押します。 

 



10 
 

選択範囲を間違えたときは、「選択解除」ボタンを押して、選択を取り消し、やり直します。 

データの名前を選んで、「データ書き込み」ボタンを押します。 

また、新たな機能で、「アプローチ円弧選択」でまとめて自動選択し、「選択範囲の削除」

をする事もできます。 

 

データが閉じている時（データの始点と終点が同じ時）、「始点変更」ボタンを押すと、 

工具がアプローチする位置を変更できます。 
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「中間選択」ボタンを押すと、 初に選択された図形から、次に選択された図形までの 

範囲を選択できます。 

「選択範囲の削除」で、赤くなった部分を削除します。 

 

 

ここでは、中間を削除した為、図形が２個になりました。 

図形の始点から削除された図形の前までと、削除された図形の後から図形の終点までの２

個です。 
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「始点追加」ボタンを押して、マウスでクリックすると、クリックした位置から一番近い

始点に直線が追加されます。図形を延長したい時に使用します。 

何度も繰り返す事ができます。 

 

 

「終点追加」ボタンを押して、マウスでクリックすると、クリックした位置から一番近い

終点に直線が追加されます。図形を延長したい時に使用します。 
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「次の線とつなぐ」ボタンを押し、 初の図形を選択すると、次の図形とつながり、この

場合は１個の図形になります。 

データの名前を選んで、「データ書き込み」ボタンを押します。 

 

 

「線を閉じる」ボタンを押し、 初の図形を選択すると、 初の図形が閉じられます。 

この場合は、閉じられた図形と、開いた図形の２個の図形になります。 
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４本の図形が読み込まれています。「図形選択」でクリックすると一番近い図形が選択され

ます。「選択範囲以外削除」で赤く選択された図形以外が削除されます。 
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４．データの追加  

  

  

「ＮＣデータの読み込み」で、４本のＮＣデータをＤＡＴＡ１からＤＡＴＡ４に読み込ん

であります。 これら４つの図形をつないで１つの図形にします。 

 

ＤＡＴＡ１を表示します。次に、ＤＡＴＡ２を選択して、「データの追加」－「 後に追加」

を押すと、ＤＡＴＡ１の後にＤＡＴＡ２が追加されます。 
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データを並べる順番は大切です。ひと筆書きできる順番に並べないと、つなげることがで

きません。「 後に追加」、「中間に追加」等を選んで追加します。 

 

読み込まれた図形は、順番を持っています。 

「編集」－「次の線とつなぐ」は、次の順番の図形とつなぎます。 

 

次に、同様にＤＡＴＡ３とＤＡＴＡ４を読み込みます。 

ＤＡＴＡ５を選択し、「データの書き込み」を押して、保存します。 

 

「編集」－「次の線とつなぐ」を３回繰り返して、４個の図形を１つにします。 
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次に、「編集」－「線を閉じる」で、閉じた図形にします。 

「編集」－「始点変更」で、工具のアプローチ位置を変更します。 

ＤＡＴＡ５を選択し、「データの書き込み」を押して、保存します。 



18 
 

【円データ＆サブプログラムの作成】 

 

編集した元データＤＡＴＡ２を選択して、左側、穴径８０φの穴位置を計算します。 

書き込みフォルダーを選択して下さい。 

穴位置ファイル名と位置決めＮＣファイル名を入れます。 

穴干渉チェックを選択します。 

「干渉計算」ボタンを押します。 

 

「穴干渉チェック」と「完全干渉チェック」の違いを説明します。 

「干渉計算」ボタンを押すと、干渉計算をして、穴位置とプロファイルデータを作ります。 

その後、ひとつひとつの穴位置が図形に食い込まないかを全部の図形との距離を測って確

認します。もし食い込んでいる場合は、穴の色を変えて、選択できないようにします。こ

こまでが、「穴干渉チェック」です。その後、プロファイルデータの１行毎に全部の図形と

の距離を測っているのが、「完全干渉チェック」です。この計算は時間がかかるので、必要

のない時は、省略します。今回は、穴は８０φで、プロファイルは、５２φを使いたいの

で、「穴干渉チェック」を選択します。 

 

１．穴データ作成  

計算が終了したら、「ＮＣ作成」ボタンを押します。 

「干渉計算」が終了しても、まだＮＣデータは作成されていません。 

下図が表示されます。 

 

「穴候補表示」「パスの表示」がオンになっています。 パスは、工具中心のデータです。 

 

穴候補も、パスも、まだＮＣデータではありません。 

これを基にして、ＮＣデータを作成します。 
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「拡大」をオンにして、右端の範囲を選択すると下図のように、拡大されます。 

「拡大」をオフにして、「穴データ作成」－「穴選択」を選んで、穴データを作成する円を

選択します。選択された円は赤くなります。「穴データ作成」を選択すると、穴データが作

成されます。ファイル名は、前の画面で入力した、穴位置ファイル名と位置決めＮＣファ

イル名です。 
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「穴データ作成」を押すと、「ＮＣ穴データ表示」がオンになり、円切削ヘリカル加工用の

データと、位置決めＮＣデータが表示されます。 

 

上の図は、「穴候補表示」と「パスの表示」をオフにしています。 

円切削ヘリカル加工用のデータは、中心座標と直径は入っていますが、削り始めの高さと、

掘り込み深さが入っていません。そこで、位置決めＮＣデータでその位置の削り始め高さ

と、掘り込み深さを測って、追加します。 

「閉じる」で前の画面に戻ります。 

 

 

 

「穴データ作成」の以下のコマンドは、穴の選択用です。 

 

「穴選択」  ・・・・・・・  一度選択した後、追加の選択もできます。 

「選択から外す」 ・・・・・  選択した穴を対象から外します。 

「全部選択」 ・・・・・・・  穴候補の全てを選択します。 

「全選択解除」 ・・・・・・  全部の選択状態を解除します。 
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２．サブプログラム作成  

 

穴位置ファイル名と、位置決めＮＣファイル名の後ろの「編集」ボタンを押すと、データ

の内容が見られます。５２φのプロファイルデータを作るので、工具径に５２を入れます。

穴位置ファイル名と位置決めＮＣファイルは、８０φのデータのままにします。（表示の為） 

「完全干渉チェック」を選択して、「干渉計算」ボタンを押します。 

 

計算が終わったら、「ＮＣ作成」ボタンを押します。 
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「ＮＣ穴データ表示」をオンにすると、８０φの穴データが表示されます。 

 

「拡大」をオンにして、右側を拡大します。 

 

「拡大」をオフにして、「輪郭サブプログラム作成」－「中間選択」で切削したい範囲を選

択します。選択範囲が赤く変わります。 
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選択された範囲を切削したいのですが、工具が下がる位置は、８０φで穴を開けた中心が

良いので、「始点追加」で８０φの穴中心を選択します。 

マウスでクリックした位置が追加されます。 
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「サブプログラム作成」ボタンを押すと、次の画面が表示されます。 

 
 

サブプログラム名を入れて、コードタイプを選択して、「実行」ボタンを押します。 

計算が終了したら、「編集」ボタンを押すと、作成されたサブプログラムの内容がエディタ

ーで表示されます。書き込みホルダーは、穴位置データの作成画面のホルダーです。 

「終了」ボタンで前の画面に戻ります。 

 

「サブプログラム表示」ボタンを押すと、サブプログラムを表示します。 

下図は、「穴候補表示」と「パスの表示」をオフにしています。 

「ＮＣ穴データ表示」と「サブプログラム表示」はオンです。 
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３．突き加工準備  

また同様に、範囲を選択した後、「突き加工準備」を押すと、次の画面が表示されます。 

 

 

突き加工の幅のピッチを入れて、「実行」ボタンを押すと、ピッチで分割された穴位置デー

タが作成されて、システムに保存されます。 

 

「突きデータ表示」ボタンを押すと、突き加工のピッチが表示されます。 
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突き加工の幅のピッチは、工具中心の経路上の長さです。線が折れている場合は、 

前と後の合計した長さになります。また、始点や終点を追加した場合でも、選択された 

パス（経路）の 初の点と 後の点は必ず通ります。 

 

「閉じる」ボタンを押して、前の画面に戻り、「終了」でメニューに戻ります。 

 

 

 

 

「輪郭サブプログラム作成」には、以下のコマンドがあります。 

 

「始点変更（一周データ）」 

一周データの時、始点をまたいでの加工はできません。そこで、始点を移動させる

と、「中間選択」で選択できるようになります。 

 

「次のパスとつなげる」 

 パスが複数ある時に、順番に並んでいるパスの前と後ろのパスをつなげる事ができ

 ます。順番を飛び越えてつなげる事はできません。つなげた時の干渉には十分注意

 してください。 

４

４

４４

４ 

４
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「先頭から選択」 

 先頭から選択された線までを選択状態にします。 

 図形が複数ある時は、選択された線を含む図形の先頭から選択されます。 

 

「末尾まで選択」 

 選択された線から末尾までを選択状態にします。 

 図形が複数ある時は、選択された線を含む図形の末尾まで選択されます。 

 

「中間選択」 

 初に選択された線から、次に選択された線までを選択状態にします。 

 

「一周選択」 

 一番近い図形の全体を選択状態にします。 

 

「選択解除」 

 全ての選択を解除します。 

 

「始点追加」 

 マウスでクリックした場所から、選択状態の 初の線までの直線を追加します。 

 

「終点追加」 

 選択状態の 後の線から、マウスでクリックした場所までの直線を追加します。 

 

「サブプログラム作成」 

 サブプログラムを作成します。 

サブプログラムだけでは使えません。後でメインプログラムを作成します。 

 ＦＡＮＵＣとＯＳＰでは、内部コードが異なります。 

 

「突き加工準備」 

 突き加工用にデータを指定されたピッチで分割して、システムに保存します。 

 突き加工ＮＣの作成でＮＣデータにします。 
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４．サブプログラムの内部コード  

 

＜ＦＡＮＵＣ用＞ 

% 

O0011 

(X490.553Y75.177) 

G01X490.553Y75.177 

G01X493.750Y73.407 

 ： 

 ： 

G01X493.359Y117.848 

G01X490.661Y115.850 

M99 

% 

 

 

＜ＯＳＰ用＞ 

% 

O0011 

(X490.553Y75.177) 

G01X490.553Y75.177 

G01X493.750Y73.407 

 ： 

 ： 

G01X493.359Y117.848 

G01X490.661Y115.850 

RTS 

% 

 

括弧のデータ(X490.553Y75.177)は、メインプログラムを作る時に、読み取って 

位置決めする為に追加しました。 
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【メインプログラムの作成】 

 

書き込みフォルダーとサブプログラム名には、データが作られた場所が入っています。 

コードタイプは、サブプログラムが作られたコードタイプが選択されています。 

加工条件と、メインプログラム名を入れて、「実行」ボタンを押すと、メインプログラムが

作成されます。 

「サブプログラムをメインプログラムに取り込む」にチェックを入れると、メインプログ

ラムだけで加工できるＮＣデータを作成します。 2011.03.24 改良 

 

早送り高さは、スタート点の高さです。 

移動高さは、「早送り高さ」を選択すると、サブプログラムから戻ってきたときに、Ｚが早

送り高さまで上がり、位置決めをして、次の切削高さまで降り、サブプログラムを呼びま

す。 

この図の場合は、Ｇ００Ｚ１００．０まで上がり、サブプログラムの先頭の位置に位置決

めし、Ｇ００Ｚ１０．０、Ｇ０１Ｚ０Ｆ１０００で、サブプログラムを呼びます。 

 

移動高さが「そのまま」の時は、Ｚが切込ピッチ下がりながら、サブプログラムの先頭位

置にＧ０１で移動します。 

 

スタートポイントは、通常はＸ０Ｙ０ですが、原点に戻さないようにする事で、 

テーブルの小さい工作機械で加工する事ができます。 
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計算が終了したら、「ＮＣ表示」ボタンを押します。 

次の画面が表示されます。 

 
 

拡大表示をした図です。 クリック＆ドラッグするとその範囲が拡大されます。 
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「Ｖｉｅｗ１」で表示します。 

 

メインプログラムとサブプログラムの両方を使って、この切削ができます。 

ＤＮＣ運転でサブプログラムに対応していない場合は、メインプログラムとサブプログラ

ムをコントローラのメモリーに登録して、メモリー運転をして下さい。 

 

「サブプログラムをメインプログラムに取り込む」にチェックを入れると、メインプログ

ラムだけで、加工できるＮＣデータを作成します。 

ＤＮＣ運転でサブプログラムに対応していない場合に有効です。 

 

【詳細説明】 

ここで作成されるのは、工具中心のＮＣデータです。 

荒取り工具の工具径は、直接はデータと関係ありませんが、作図の為に使用します。 

 

早送り高さは、スタート点の高さです。 

（切削始め高さ＋切削送り高さ）まで、Ｇ００で下りて、切削始め高さまで、Ｇ０１で下

ります。 

（切削始め高さ－切削深さ）まで、切込ピッチづつ切削します。 
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【加工時間】 

「加工時間」ボタンを押すと、下図が表示され、加工時間と加工長が分かります。 

 

時間が実際と大きく違っていましたら、教えて下さい。 
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【ＮＣデータをサブプログラムにする方法】 

 

一般のＺ値の入っていない、オフセットＮＣデータや、工具中心データをサブプログラム

に変更すれば、メインプログラムを作って呼ぶことができます。 

サブプログラムは、繰り返す部分です。 

(小数点のない、 小設定単位のＮＣデータでも０Ｋです。) 

 

ＦＡＮＵＣの場合 

% 

O0011 

(X146.513Y228.072)    … 位置決めする位置を小数点入りでカッコに入れます。 

G01X122.382Y226.215 または、G01G41X122.382Y226.215D01 等 

G01X124.278Y228.325 

    ： 

    ：  

G01X159.854Y242.340 

G01X163.349Y241.466 または、G01G40X163.349Y241.466 等 

M99   … ＦＡＮＵＣの場合のサブプログラム終了記号 

% 

 

ＯＳＰの場合 

% 

O0022 

(X73.596Y-295.888)    … 位置決めする位置を小数点入りでカッコに入れます。 

G01X95.726Y-286.394 または、G01G41X95.726Y-286.394D01 等 

G01X93.932Y-282.035 

 ： 

    ： 

G01X33.138Y-272.145 

G01X30.704Y-272.495 または、G01G40X30.704Y-272.495 等 

RTS   … ＯＳＰの場合のサブプログラム終了記号 

% 

 

括弧のデータを読み取って、メインプログラムで位置決めしています。 
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【突き加工ＮＣの作成】（２０１１．０３．２４追加） 

 

突き加工の準備作業をした後で、 

書き込みフォルダーを選択して、加工条件と、メインプログラム名を入れて、「実行」ボタ

ンを押すと、突き加工のＮＣデータが作成されます。 

 

早送り高さは、スタート点の高さです。 

スタートポイントは、通常はＸ０Ｙ０ですが、原点に戻さないようにする事で、 

テーブルの小さい工作機械で加工する事ができます。 

 

Ｚが下降する速さを「送り速度」に入れ、Ｚが上昇する速さを「戻り速度」に入れます。 

切削始め高さでピッチを送ります。 

 

ここで作成されるのは、工具中心のＮＣデータです。 

工具径は、直接はデータと関係ありませんが、作図の為に使用します。 

 

計算が終了したら、「ＮＣ表示」ボタンを押します。 

 

 

 

突きファイル名のＮＣ表示で下図が表示されます。 

ＸＹ平面で拡大表示しています。 
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Ｖｉｅｗ１で拡大表示した図です。 
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下図はチェックファイル名をＶｉｅｗ１で拡大表示した図です。 

初の１本だけＺが下がり、深さをチェックした後は、切削始め高さで突き加工の位置を

確認します。 

 

 

 

以上 


