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２０１１年２月１２日改訂

   

ホームページ http://www.autonc.jp

底面加工ＮＣデータ作成マニュアル

           

【English】

このボタンを押すと、英語表示になります。

【設定】

編集用のエディターを指定します。

プログラムの「編集」ボタンで、ここで指定されたエディターを起動します。

「底面加工 サイドカッター」ボタンを押すと、下の左側のメニューが表示されます。

「キー溝  Ｕ溝」ボタンを押すと、右側のメニューが表示されます。

   

http://www.autonc.jp/
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【底面加工 サイドカッター メニュー】

―――――― 製品基準 ――――――

底面加工で製品基準とは、底面寸法を入力して工具の位置を自動計算させます。

その為、座標値の計算は、ソフト任せです。

―――――― 工具基準 ――――――

底面加工で工具基準とは、始めの工具の位置と、最後の工具の位置を入力します。

この位置は、必ず通ります。中間は等ピッチになりますが、ソフトに任せます。

段取りの都合で、端の位置を自分で指定したい場合は、工具基準を使います。

工具が製品からはみ出す量を気にしない場合は、製品基準が楽です。

切削方向を横方向にするか、縦方向にするか選択できます。

【往復】

フライスカッターで底面を往復加工します。

Ｚ方向の取代と切削回数が任意に設定できます。

切削幅は、条件より等ピッチになるように計算されます。

荒取り、仕上用のＮＣデータが作成されます。

【渦巻き】

フライスカッターで底面を外側から内側に渦巻き加工します。

高さを変えずに、全てをダウンカットできます。

Ｚ方向の取代と切削回数が任意に設定できます。

切削幅は、条件より等ピッチになるように計算されます。

荒取り、仕上用のＮＣデータが作成されます。

【サイドカッター】

底面方向から、Ｕ溝の上面をサイドカッターで加工します。

【キー溝 Ｕ溝 メニュー】

「工具中心」で動くＮＣデータと、「オフセット（Ｇ４１）」用のＮＣデータの両方が作成できます。

「工具中心」は、図形から工具半径離れた工具中心の位置でＮＣデータを作成します。

「オフセット（Ｇ４１）」は、図形の位置のＮＣデータで、工作機械でオフセットをします。

「Ｕ溝」と「Ｕ溝Ｃ面」は、横方向にある場合と、縦方向にある場合を分けました。

【キー溝】

キー溝を加工する荒取り用と仕上げ用のＮＣデータを作成します。

荒取り用は、Ｚを等ピッチで切り込みます。

仕上げ用は、同じ高さを何回かまわります。

キー溝がセンター・ライン上でなくても、加工できるようにしました。
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【Ｕ溝】

Ｕ溝を加工する荒取り用と仕上げ用のＮＣデータを作成します。

荒取り用は、Ｚを等ピッチで切り込みます。

仕上げ用は、同じ高さを何回かまわります。

【Ｕ溝（Ｃ面）】

Ｃ面付きのＵ溝を加工する荒取り用と仕上げ用のＮＣデータを作成します。

荒取り用は、Ｚを等ピッチで切り込みます。

仕上げ用は、同じ高さを何回かまわります。

【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。

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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【底面加工 －製品基準－ 往復 よこ方向】

このボタンを押すと、水色

の入力エリアがクリアーさ

れます。

加工平面の最大値と最小値の

座標を入れます。

小数点以下が必要なければ、

小数点は省略してください。

突き抜け量とは、加工平面と

工具との隙間です。

Ｙ軸はＧ００で動きます。

早送り高さを入れます。

Ｘ０Ｙ０Ｚ（早送りＺ高さ）の位置

からスタートします。

取代を入れます。
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【工具のピッチの考え方】

（Ｙ最大値－Ｙ最小値）／平面ピッチ

の商を切り捨てて、切削回数を決めま

す。

（Ｙ最大値－Ｙ最小値）／切削回数 が

最大ピッチを越えなければ、そのピッチ

で工具を送ります。

最大ピッチを越えた時は、切削回数＋１

で割り直して、ピッチを決めます。

【Ｇ９２】のあり、なしをラジオボタンで選択します。

ありにすると、Ｇ９０Ｇ９２Ｘ０Ｙ０Ｚ（早送り高さ）が入ります。

なしは、Ｇ９０Ｇ００Ｚ（早送り高さ）；Ｇ００Ｘ０Ｙ０ が入ります。

（詳細は、ＮＣデータを参照）

切削パターンを入れてください。高さ順に入力して下さい。

（途中にスペース行が入らないように、大→小で）

この例は、取代が１５ｍｍ以上あったら、最初に１５ｍｍ残しで削り、

３ｍｍ残しになるまで２ｍｍピッチで削り、次は１ｍｍ残し、最後に０．

２ｍｍ残しで削ります。

（最後に０を入れると荒取り工具で仕上げます。）

切削高さリストが読み取れるかチェックし、

入力間違いを防止します。

取代より、小さい数字から下に向かって切削します。

取代が９ｍｍのとき、７，５，３，１，０．２残しで切削します。

荒取り用 荒取りデータと仕上げデータの送り速度と回

転数を変えられます。
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荒取りファイル名、仕上げファイル名、確認ファイル名を入力します。

仕上げファイルは、高さＺ０で１回切削するデータを作成します。

確認ファイルは、切削範囲と高さを確認する動きをします。

「編集」ボタンを押すと、エディターが起動し、ファイルを開きます。

ＮＣデータの作図

確認ができます。

データをすべて埋めた後に、「実行」ボタンを押すと、

書き込みフォルダーにファイル名のＮＣデータが作成

されます。

「キャンセル」ボタンで終了します。終了時に入力データは

保存され、次回復元されます。

「選択」ボタンで、書き込み

フォルダーを選択します。

加工時間と加工長

を表示します。
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。

工具径を表示しています。

（円の描画がＯＮのため）

等ピッチで送っていますが、最後のパスは、残った切削幅の中心

を通るように切削しています。

Ｙ軸を送る時は、

早送りです。
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下図はＶｉｅｗ２で確認ファイルを表示しています。

加工範囲と、送りピッチと高さのチェックをします。

下図は、「時間」ボタンを押すと表示されます。

荒取りと仕上げ用のボタンがあります。

加工時間と加工長を表示します。

取り代を表示しています。
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描画メニュー

描画方向は、ＸＹ平面、ＸＺ平面、ＹＺ平面と、

View１、View１a、View２、View３、View３a、View４が選択できます。

View は斜め上から見た描画です。

View１、View２、View３、View４は、真横から３０度上から見た描画です。

View１a、View３a は、真横から６０度上から見た描画です。

また、カーライン、センターライン、座標系、円の描画ボタンがＯＮになっています。

「カーライン」をＯＦＦにすると、青の２０㎜の格子が消えます。

「センターライン」をＯＦＦにすると、黄緑のＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸が消えます。

「座標系」をＯＦＦにすると、Ｘ、Ｙ、Ｚの座標系が消えます。

「円の描画」をＯＦＦにすると、工具表示が消えます。

「閉じる」で前画面に戻ります。

マウスで、クリックして、ドラッグすると部分を拡大表示できます。
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【底面加工 －製品基準－ 渦巻き よこ方向】

   

すべて、ダウンカットになります。

加工イメージ

往復との違いだけ説明します。 補正は、いつも「なし」になっています。

補正を「あり」にすると、仕上げの最後に３本のデータが追加されます。

平面ピッチを極端に小さくした時の、中央に線が残るのを防止します。
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。   「仕上げ表示」も、同様に描画されます。

← ①

② →

← ③

④ →

← ⑤

早送り

早送り

取り代を表示しています。
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下図はＸＹ平面で、確認ファイルを表示しています。

加工範囲と、送りピッチと、高さのチェックをします。

Ｖｉｅｗ２で表示しています。
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【底面加工 －製品基準－ 往復 たて方向】
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【底面加工 －製品基準－ 渦巻き たて方向】
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【底面加工 －工具基準－ 往復 よこ方向】

工具の加工開始位置は右

下になります。左上は加工

最大幅になります。

この位置は、必ず通りま

す。

小数点以下が必要なけれ

ば、小数点は省略してくだ

さい。

その他は、製品基準の往復

と同じです。
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【底面加工 －工具基準－ 渦巻き よこ方向】

すべて、ダウンカットになります。

加工イメージ
工具の加工開始位置は

右下になります。左上は

２番目の加工開始位置

になります。

小数点以下が必要なけ

れば、小数点は省略して

ください。

その他は、製品基準の渦

巻きと同じです。

補正を「あり」にすると、仕上げの最後に３本のデータが追加されます。

平面ピッチを極端に小さくした時の、中央に線が残るのを防止します。
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【底面加工 －工具基準－ 往復 たて方向】
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【底面加工 －工具基準－ 渦巻き たて方向】
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【サイドカッター】

入力方法は、Ｕ溝加工と同じですが、サイドカッターでは、縦方向のデータ入力も

追加しました。最大で８ヶ所の加工ができます。

座標値は、すべて工具中心の位置です。

必要なのは、工具が下りる位置と、加工の終了位置です。

加工方法は、工具が下りる位置と、加工終了位置を往復します。

（戻りの速度を、切削速度の２倍にしました。）

上の図では、Ｚ切り込み２ｍｍで、仕上げ深さ５０ｍｍ、取代１０ｍｍです。

この場合、最初にＺ－５８ｍｍで加工し、－５６、－５４ ～ －５０ｍｍ

まで加工します。

切削モード高さは、下降の時にＧ００からＧ０１に切り替わる高さです。

確認用ファイルは、仕上げ深さ５０ｍｍ、取代１０ｍｍなので、それぞれの場所で、

Ｚ－６０ｍｍの移動を 1回だけします。

これで、干渉をチェックすれば、実際の加工は、無人でできます。
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ＮＣデータの描画
「ＮＣ描画」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。



23

クリックして、ドラッグすると、部分を拡大できます。 Ｖｉｅｗ１です。

「確認描画」で、Ｖｉｅｗ１を拡大表示した図です。
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【キー溝 オフセット（Ｇ４１）】

荒取りは、Ｚを等ピッチで切

り込みます。 仕上げは、同じ高さを何回

か、まわります。

【Ｇ９２】のあり、なしをラジオボタンで選択します。

ありにすると、Ｇ９０Ｇ９２Ｘ０Ｙ０Ｚ（早送り高さ）が入ります。

なしは、Ｇ９０Ｇ００Ｚ（早送り高さ）；Ｇ００Ｘ０Ｙ０ が入ります。

（詳細は、ＮＣデータを参照）

指示された座標上にキー溝を掘ります。 左側から開始して、仕上げでキーを入れて工具径

オフセットの調整を楽にしました。
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このボタンを押すと、水色の入力エリアがクリアーされます。

外側内側

外側は、工具が下りる位置です。

内側は、工具がオフセットする

壁です。

水色の入力エリアで、空白のところは、加工をスキッ

プします。キーは、最大４ヶ所入力できますが、

縦のデータを消せば、横２ヶ所だけの加工になりま

す。

キー溝を掘る面をＺ０として、

荒取り深さと、仕上げ深さを入

れます。

深さはプラスで入れて下さい。

ＮＣデータの作図

確認ができます。
荒取りチェックデータは、入力されたデータが間違っていないか、

チェックします。

最初の位置では、荒取り深さを確認し、その後、Ｚ１０ｍｍの位

置で、平面のデータをチェックします。

「編集」ボタンを押すと、エディターが起動し、ファイルを開き

ます。

加工時間と加工長を表示します。

この高さ分、上から切削モードに切り換ります。

０の時はセンターライン上のキー溝にな

ります。作図確認してください。
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。
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クリックして、ドラッグすると、部分を拡大できます。 荒取り Ｖｉｅｗ１です。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。
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【キー溝 工具中心】

オフセット（Ｇ４１）との違いだけ、説明します。

「オフセット：Ｄ」 の入力部分が、「残し量」になっています。

工具中心のため、残し量の調整は、ここに数値を入れます。

直径は、正確に入れて下さい。この工具の半径分オフセットして、更に残し量を調整

します。

（ オフセット（Ｇ４１）データの時の直径は、円を書くためでした。

   実際の工具半径は、コントローラのオフセットＤ番号に入れました。）
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。
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クリックして、ドラッグすると、部分を拡大できます。 荒取り Ｖｉｅｗ１です。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。
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【Ｕ溝 オフセットＧ４１ よこ方向】

工具の設定や、ファイル出力は、キー溝とおなじです。

荒取りチェックデータを回すと、入力値の間違いを発見できます。

荒取りの最初の切削高さは、Ｚ０からＺ切り込み１ｍｍ下がった、Ｚ－１．０

ｍｍになります。切削モード高さに１０を入れると、－１．０＋１０．０＝９．

０で、早送り高さからＧ００Ｚ９．０で早送りで下がり、そこからＧ０１Ｚ－

１．０で切削モードで下がります。
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水色の入力エリアで、空白のところは、

加工をスキップします。

このボタンを押すと、水色の入力

エリアがクリアーされます。

Ｕ溝を掘る上面をＺ０として、

荒取り深さと、仕上げ深さを入

れます。

深さはプラスで入れて下さい。

Ｘ値の外側は工具が下降する位置、内側はＵ溝の止まり位置を入力して下さい。

Ｙ値は、Ｕ溝の中心位置です。

Ｘ，Ｙの組み合わせで、位置が決まる所だけＵ溝加工をします。

加工をしない場所は、空白にして下さい。

幅を入れると、幅と同じ直径の

円弧をつくります。

この高さ分、上から切削モードに切り換ります。
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。
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クリックして、ドラッグすると、部分を拡大できます。 荒取り Ｖｉｅｗ１です。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。
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【Ｕ溝Ｃ面 オフセットＧ４１ よこ方向】

  

Ｘ値の外側は端面の位置、内側はＵ溝の止まり位置を入力して下さい。

Ｙ値は、Ｕ溝の中心位置です。

前のＵ溝との違いは、Ｃ面を指示するところです。

工具の下りる位置は、端面から工具直径分離れた位置です。

アプローチ位置は、端面を１０ｍｍ延長した線と、Ｃ面を延長した線の交点です。
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。
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下図は、ＶＩＥＷ１で拡大表示しています。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。



38

【Ｕ溝 オフセットＧ４１ たて方向】
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【Ｕ溝Ｃ面 オフセットＧ４１ たて方向】
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【Ｕ溝 工具中心 よこ方向】

オフセット（Ｇ４１）との違いだけ、説明します。

「オフセット：Ｄ」 の入力部分が、「残し量」になっています。

工具中心のため、残し量の調整は、ここに数値を入れます。

直径は、正確に入れて下さい。この工具の半径分オフセットして、更に残し量を調整

します。

（ オフセット（Ｇ４１）データの時の直径は、円を書くためでした。

   実際の工具半径は、コントローラのオフセットＤ番号に入れました。）
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ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。



42

クリックして、ドラッグすると、部分を拡大できます。 荒取り Ｖｉｅｗ１です。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。
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【Ｕ溝Ｃ面 工具中心 よこ方向】

ＮＣデータの描画
「荒取り表示」で下図が描画されます。 ＸＹ平面で描画した図です。
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下図は、ＶＩＥＷ１で拡大表示しています。

仕上げ Ｖｉｅｗ１です。
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【Ｕ溝 工具中心 たて方向】



46

【Ｕ溝Ｃ面 工具中心 たて方向】

以上
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