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プロファイル自動作成ソフト

「ＰＲＯＣＡＭ－２Ｄ」のマニュアル
２０１８年１０月２０日更新

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、「ＰＲＯＣＡＭの例題ｘ」をご覧ください。

                    http://www.autonc.jp
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【概要】

このソフトは、プロファイル（輪郭切削）ＮＣデータを自動で作成します。

荒取り、仕上げ、細部切削用の工具リストを並べておけば、自動で干渉計算を行い

切削残しが無くなるまで、必用な工具のＮＣデータを作成します。

作成されるＮＣデータはオフセットデータ（Ｇ４１、Ｇ４２）です。

入力元データは、ゼロラインＮＣデータ（元々の輪郭データをそのままＮＣデータにしたもの）また

は、図面データから直接定義できます。

昔、販売していた「ＰＲＯＣＡＭ－２Ｄ」を改良し、ひょうたん形状（途中にくびれがある形状）に

も自動で対応し、複数の分割したＮＣデータを作成し、小さい工具でつなげるＮＣデータを自動作成

します。

「荒取りＰＲＯ」と組み合わせれば、最高のプロファイル加工ができます。

「実行」ボタンを押すと下図が表示されます。



3

【ＮＣデータ作成の流れ】

1. ＮＣデータの読み込み

ゼロラインＮＣデータを基準データとして、読み込みます。

2. 図形データの作成

図面データから図形を定義します。数値計算は必要ありません。

3. 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）

4. ＮＣデータの作成

干渉計算をして、プロファイルＮＣデータを作成します。

【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

【 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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【ＮＣデータの読み込み】

ゼロライン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。

最小設定単位を選択して、データの読み取り方法を選択します。

基準データのファイル名は、ゼロラインＮＣデータと同じになっているので、変更します。

変更しないとエラーになります。 「読み込み」ボタンを押します。

「キャンセル」でメニューに戻ります。

ＮＣデータに少数点がない時は、最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】

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。

「ＮＣデータに合わせる」にチェックを入れると、基準データが、元ＮＣデータと同じフォルダーに

書き込まれます。チェックを外すと、常に同じフォルダーに書き込むことができます。

基準データのファイル名は、元データと同じ名前が入りますが、元データと関連づけたファイル名を

入力する手間を省くためです。
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【基準データの編集】

１．データの読み込みと表示

「データ表示」ボタンを押して、基準データを選択すると、上の図が表示されます。

黄色い大きい○が最初の図形の始点です。小さい○が最初の図形の終点です。

基準データの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。

「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

下図を読み込んだ元データとします。
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「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。

「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。
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「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、最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」ボタンを押すして、名前を付けて保存します。

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、最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。
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次に、「末尾まで選択」で最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最後までを、選択する機能です。

末尾から末尾までで、最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。

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。

「データ書き込み」ボタンで保存します。

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、最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、最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。

「データ書き込み」ボタンで保存します。

「線を閉じる」ボタンを押し、最初の図形を選択すると、最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

４本の基準データがあります。 これら４つの図形をつないで１つの図形にします。

「データ読み込み」のあと、「データの追加」－「最後に追加」を押して、残りのデータを追加します。

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。

「最後に追加」、「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。
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「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。

「データの書き込み」で保存します。

５．コマンドのまとめ

「始点変更（一周データの時）」

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。

「線の２分割」

直線または円弧を２分割して、工具のアプローチ点を作成します。

「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」

最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。

「アプローチ円弧選択」
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アプローチ円弧を選択します。 削除の為に選択します。   

「連続図形選択」

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。

「選択範囲の削除」

赤く表示されている図形を削除します。

「選択範囲以外削除」

赤く表示されている図形以外を削除します。

「始点追加」

マウスでクリックした場所から、始点までの直線を追加します。

「終点追加」

終点から、マウスでクリックした場所までの直線を追加します。

「次のパスとつなげる」

基準データが複数ある時に、順番に並んでいる２つのデータ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。

「線を閉じる」

開いている基準データの始点と終点をつなげて閉じたデータにします。
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【ＮＣデータの作成】

「データ読込」で、工具リストを読み込みます。ソフトに添付したＮＣＤＡＴＡフォルダーの中に

ProfileTOOL, ProfileTOOL1, ProfileTOOL2, ProfileTOOLx が入っています。

御社の工具パターンを作って「データ書出」で保存してください。

【工具リストの定義方法】

工具半径の大きい順にファイル名をつけて工具を並べます。 基本の考え方は、一番大きな工具で一

周全体を切削した後、切削残しの場所を次の工具で細部切削します。細部切削とは、切削残しの場所

を部分的に切削する事です。更に、切削残しの場所をその次の工具で細部切削します。最後の工具ま

で繰り返します。但し、切削残しが無くなると、次の工具があっても終了します。

基本どおりだと、最初の工具だけしか一周するＮＣデータが作成されません。実際は、荒取り用、仕

上げ用、小さな工具で一周切削したい場合があります。そこで、一周させたい工具を初めに並べ、「予

備」にチェックを入れます。 「予備」にチェックが無い最初の工具が基準になり、一周切削用のＮ

Ｃデータが作成され、その次から全て細部切削データになります。

細部切削ＮＣデータは、順番に全部使わないと、切削残しになる場合があります。

例えば、Ｒ１２．６、Ｒ８．１、Ｒ５．１、Ｒ３．１のＮＣデータがあるとします。

Ｒ１０の図形は、Ｒ１２．６で切削残しになり、Ｒ８．１で仕上げられます。Ｒ８．１をとばして

Ｒ５．１を使うと、Ｒ１０の図形は、Ｒ１２.６になってしまいます。
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細部切削で、とばしても良い工具のＮＣデータを作りたいときは、「予備」にチェックを入れます。

Ｒ８．１の「予備」にチェックを入れると、Ｒ１２．６の切削残しを、Ｒ８．１で切削しますが、

予備になっているので、Ｒ５．１はＲ１２．６の切削残しでＮＣデータを作ります。

つまり、Ｒ８．１とＲ５．１は、同じ場所を切削します。Ｒ８．１は切削負荷が大きい所だけ使用す

る事ができます。

「Ａｐｒ半径」を０にすると、直線アプローチになります。

【高さ（Ｚ）の移動方法】

「Ｚ値」は切削高さです。 「深さ」を０にすると、２Ｄデータになります。
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「深さ」が０で無い時、「上がる」、「ピッチ」が意味を持ちます。

「深さ」は、「Ｚ値」から、掘り込む深さでプラス数値を入れて下さい。

「深さ」に５０、「ピッチ」に３が入っている時、３ｍｍずつ切り込んで５０ｍｍの深さまで掘り込み

ます。掘り込み終わり図形から、掘り込み始め図形に移動するとき、干渉するときは、「上がる」にチ

ェックを入れると、早送り高さまで上がります。

一周する図形の場合は、上がらない場合が多いですが、左から始まって、右で終わる図形の場合は、

上がらないと、被切削物に当たります。

基準工具が２６Ｒの場合、工具が入らない図形に２６ＲのふたをしてＮＣデータを作成します。

細部切削では、「距離」、「Ａｐｒ半径」は無視され、基準工具の半径（２６Ｒ）でふたをされた、工具

中心に位置決めされ、そこから基準工具の半径でアプローチします。

Ｚ値

深さ

ピッチ

上がるか、上がらないか
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「早送り高さ」を入力します。 「切削送り高さ」は、早送りでＺが下がる時、「Ｚ値」より何ｍｍ上

で切削送りに切り換えるかの数値です。 プロファイルの左側切削か、右側切削かを選択します。

「基準データファイル」を選択します。「基準データに合わせる」にチェックが入っていると、「書き

込みフォルダー」は、基準データと同じフォルダーになります。

「データ作成前干渉位置表示」ボタンを押すと、選択された行の工具で干渉する場所を事前に確認す

る事が出来るので、工具の選択が適当かどうかを判断できます。

「ＮＣデータ作成」ボタンを押すと、上から一行毎にＮＣデータを作成し、干渉をチェックして、

ｏｋかＥｒｒｏｒを書き込み、「有り」にチェックを入れます。「有り」にチェックが無いＮＣデータ

は必要が無いので作られなかった印です。

Ｅｒｒｏｒが書き込まれた行を選択して、「干渉チェック」ボタンを押すと、干渉位置を表示します。

「編集」は、エディターでＮＣデータを表示し、「加工時間」は、加工時間を表示し、「作図」で確認

できます。

「全部作図」は、「有り」にチェックが入ったＮＣデータを重ね書きします。

ＮＣデータ作成リストが書き込みフォルダーに作成されます。 (２０１３年９月４日更新)

ＥＸＣＥＬ用には、ＮＣデータ作成リスト.xls が作成されます。

インストールしたフォルダーに原紙が入っているので、データが書き込まれる以外は、編集できます。

ＥＸＣＥＬがない場合でも、ＮＣデータ作成リスト.txt が作成されます。

エラーが出る場合（ＥＸＣＥＬがない時）は、設定を「なし」にしてください。

青い帯で選択された行で使うボタン
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【 設定 】

「設定」は、ＮＣデータのフォーマットを設定します。

「設定」ボタンを押すと次の画面が表示されます。

干渉チェック時、工具半径からマイナスする数値の初期値は、０．１ｍｍになっています。

工具半径２５ｍｍのＮＣデータは、工具が入らない所は２５．０ＲをかけてＮＣデータを作成します。

２５Ｒの工具は、２５Ｒに入るかどうかは、微妙でありコントローラでエラーが出る場合が多いと思

います。干渉チェックする時は、２５．０－０．１＝２４．９で干渉チェックをしています。

４ヶ所の追加データは、ＮＣデータのフォーマットを定義しています。

ＮＣデータを「編集」ボタンで開いてみると（・・・）のデータが挿入されています。

これらのデータは読み飛ばされるので問題はありません。

必要のない追加データはこの画面で削除してください。必要なデータは追加してください。

データ作図の背景色を黒か白に選択できるようにしました。（２０１４年２月１７日更新）

ＮＣデータ作図画面を切り取って、加工指示書に貼り付け易いように背景色を黒か白で選択できる

ようにしました。「全部作図」の時は、背景色が白でも黒でも「色の設定」で選択された色でデータが表示

されます。

ＥＸＣＥＬの「あり」「なし」の設定。（２０１４年３月７日更新）

ＥＸＣＥＬがインストールされていない場合に、ＮＣデータ作成後にエラーがでた時は、「なし」に設定す

るとＥＸＣＥＬファイルは作成されません。
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【 色の設定 】

「色の設定」ボタンを押すと、下図が表示されます。

           

「色の設定」ボタンを押すと、「全部作図」ボタンを押した時、ＮＣデータを作図する色の順番を設定

できます。自由に変更してください。

例題が別にありますので、合わせてご覧ください。

http://www.autonc.jp

以上

次に、ゼロラインＮＣデータがない場合に、図面数値から

図形データを作成する方法を説明します。

色のセルをクリックすると、色の設定画面が表示されて選択できます。

この場合は、１番目から８番目までは、選択された色が使われて、９番目は１番目から繰り返さ

れます。色を削除する時は、一番左側を選択して、１行が青の帯にかわったら「Delete」キーを

押して下さい。色の追加は、最後の行の白いセルを選択してください。
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【図形データの作成】

図面から、図形データを入力します。

入力データ種類

番

号
Ｘ Ｙ

コーナ

ーＲ
基準Ｘ 基準Ｙ 角度 副座標Ｘ 副座標Ｙ 角度２ タイプ

● ● １

● ● ● ● ２

● ● ● ● ３

● ● ● ● ● ４

● ● ● ● ● ５

● ● ● ● ● ６

● ● ● ● ● ７

● ● ● ● ● ８

● ● ● ● ● ● ９

主座標 補助座標
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連続する直線の端点Ｘ，Ｙを主座標に入力する事が基本です。

ＸまたはＹの片方、あるいは両方の座標が計算しなければ分らない時に、補助座標を入力して自動計算さ

せます。入力タイプは９タイプあります。

Ｘ、Ｙが分かっている時 タイプ１

Ｘが分かっている時 タイプ２、タイプ５、タイプ７

Ｙが分かっている時 タイプ３、タイプ６、タイプ８

Ｘ、Ｙ両方が分からない時 タイプ４、タイプ９

Ｘ、Ｙがわかっている時

Ｘ、Ｙ座標値を入力します。始点と終点以外で、コーナーＲを入れると角にＲがかかります。

もちろん、他のタイプでもコーナーＲを入れると、角にＲがかかります。

Ｘがわかっている時

基準Ｘ、基準Ｙから、ある角度の線を引き、Ｘの座標での、Ｙ座標を求めます。
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基準Ｘ、基準Ｙで、ある角度転んだ副座標系上で、Ｙ方向に【副座標Ｙ】離れたＸ軸に平行な線を引き、

主座標系のＸ座標での、Ｙ座標を求めます。

基準Ｘ、基準Ｙで、ある角度転んだ副座標系上で、Ｘ方向に【副座標Ｘ】離れたＹ軸に平行な線を引き、

主座標系のＸ座標での、Ｙ座標を求めます。
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Ｙがわかっている時

基準Ｘ、基準Ｙから、ある角度の線を引き、Ｙの座標での、Ｘ座標を求めます。

基準Ｘ、基準Ｙで、ある角度転んだ副座標系上で、Ｙ方向に【副座標Ｙ】離れたＸ軸に平行な線を引き、

主座標系のＹ座標での、Ｘ座標を求めます。

基準Ｘ、基準Ｙで、ある角度転んだ副座標系上で、Ｘ方向に【副座標Ｘ】離れたＹ軸に平行な線を引き、

主座標系のＹ座標での、Ｘ座標を求めます。
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Ｘ、Ｙ両方がわからない時

基準Ｘ、基準Ｙで、ある角度転んだ副座標系上の副座標Ｘ、副座標Ｙの点を、主座標系のＸ座標、Ｙ座標

に変換します。

基準Ｘ、基準Ｙから、ある角度の線を引き、副座標Ｘ、副座標Ｙから、ある角度２の線を引き、その２直

線の交点のＸ座標、ＹＸ座標を求めます。
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コーナーＲ について

どのタイプの時にも、コーナーＲを入れると、その角にコーナーＲがかかります。

コーナーＲに何もいれない時、または０を入れると、角のＮＣデータを作成します。

また、連続する２点に同じマイナスのＲを入れると、３直線に接する円弧を挿入します。

コーナーＲ＝０の時

角のあるＮＣデータを作成します。

コーナーＲ＞０の時

   コーナーＲ＝ ３０

   コーナーＲ＝ ２０

コーナーＲ＜０で同じ数値の時

コーナーＲ＝ －１

コーナーＲ＝ －１

  同じマイナス値を入れるのは、間違いを防ぐためです。

  ３直線に接する円弧なので、－１でも、－２０でも何でも良いですが、実際のＲが分か

  る時は、そのＲをマイナスで入れると、後で確認し易いと思います。



29

データは、一行ずつ手入力できます。 少数点以下がない時は、小数点は省略できます。

行の先頭を選択して、「Delete」キーを押すと、青色に変った行が削除できます。

クリックすると、一行選択できます。クリックして、ドラッグすると、複数行が選択できます。

行の先頭を選択して、「一行挿入」ボタンを押すと、その上に一行入力できます。

「一行コピー」して「一行貼り付け」できます。

図形データを入力している途中でも「図形表示」ボタンを押すと入力データの確認ができます。

  

「データクリアー」ボタンを押すと、

データ・エリアがクリアーされます。

「Ｔａｂ」キーで右に移動します。

「Ｅｎｔｅｒ」キーで下に移動します。

行の先頭
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「主座標表示」では、別画面を開き、計算されたＸ，Ｙのリストを表示します。次の行の入力に利用でき

ます。

図形データを「データ書出」で書き出して、「データ読込」で読み込めます。

「データ変換」を押すと、以下の画面が表示されます。

「Ｘ値ミラー」、「Ｙ値ミラー」は、データをミラー変換します。

「Ｘ値ミラー＆追加」、「Ｙ値ミラー＆追加」は、ミラーしたデータを元のデータ

の後に追加します。左右対称のデータを半分だけ入力して、「Ｘ値ミラー＆追加」

ボタンで完成させます。

「Ｘ値ミラー＆逆回り」、「Ｙ値ミラー＆逆まわり」は、ミラーしたデータを逆回

り変換します。ダウンカットにもどします。例えば、左右対称の図形の左側のデ

ータだけ作成して、右側の時は、そのデータを利用できます。

逆回り（内外変換）は、内側切削のデータを外側切削のデータに変換します。

「平行移動」、「回転移動」で、データの位置を自由に動かせます。

上から９個までのボタンを実行する前に、元のデータを保存するので、「元に戻す」ボタンで、直前の元デ

ータを復元できます。 「キャンセル」は、何もしないで戻ります。

「書き込みフォルダー」を選択して、「基準データファイル名」を入れます。

「実行」ボタンを押すと、基準データができます。

以上


