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２０１１年０３月０６日改訂

   

ホームページ http://www.autonc.jp

Ｒ面取 ＮＣデータ作成マニュアル

【ラジアス】

ラジアス工具の等高加工でＲ面を取ります。一方向、往復加工が選択できます。

Ｚの同一高さの範囲で、往復加工が選択できます。

Ｚの同一高さでのパスが１本の時は、一方向加工になります。

荒取り用に作成しました。

鋼材の逃がし加工に最適です。

【ボール】

ボールエンドミルでＲ面を仕上げます。

一方向面沿い、または往復面沿い加工で、面を仕上げます。(2009.11.25 変更)

円周を等ピッチで加工します。

http://www.autonc.jp/
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【Ｕ溝ボール】（２００９．１１．１２追加）

ボールエンドミルの等高加工で縦のＵ溝を切削します。

底面が円の一部である事を想定しています。

様々な逃がし加工に最適です。

【内側Ｒ面】

ラジアス工具の等高加工で内側のＲを切削します。

４角い材料をＬ字型に加工し、コーナーＲをつけます。

様々な逃がし加工に最適です。 残し量を追加しました。(2009.11.25)

底面仕上げ加工を追加しました。(2009.12.04)

【両内側Ｒ】

ラジアス工具の等高加工で内側のＲを切削します。

４角い材料を掘り込んで、コーナーＲをつけます。

様々な逃がし加工に最適です。 残し量を追加しました。(2009.11.25)

底面仕上げ加工を追加しました。(2009.12.04)

【Ｒ計算】

内側Ｒ、内側２Ｒで、掘り込み深さよりＲが大きい時、図面寸法指示が

２通りあります。 それを変換計算します。

【内側Ｒボール】(2009.11.27 追加)

ボールエンドミルの面沿い加工で、内側Ｒ面を仕上げます。

一方向加工または往復加工が選択できます。

【両内側ボール】(2009.11.27 追加)

ボールエンドミルの面沿い加工で、両方の内側Ｒ面を仕上げます。

一方向加工または往復加工が選択できます。

【English】

このボタンを押すと、英語表示になります。

（英語 Windows 上での英語版は、別のソフトになります。）

【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。
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【設定】

（２００９．０７．２２追加変更）

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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【ラジアス】

加工条件
データ定義

ＮＣ出力
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データ定義

加工条件

Ｙ軸データは、Ｙ軸開始座標から

Ｙ軸終了座標に向かって一方向

切削または、往復切削（Ｚ同一高

さの範囲）をします。

Ｙ軸の原点は、任意です。

少数点以下がない時は、小数点は

省略できます。

角をＸ０Ｚ０として

データを入力します。

早送りＺ高さ

Ｈ．Ｘ軸逃げ量は、Ｚ値を早送

りで下げる時は、鋼材からこの

幅の隙間を空けて下がります。

【切削幅の考え方】

Ｄ．Ｚ切り込み量 下がる毎に、実際に

切削する幅を計算します。

（実際に切削する幅／Ｅ．標準切削幅）

の商を切り捨てて、切削回数を決めま

す。（実際に切削する幅／切削回数）が

Ｆ．最大切削幅を越えなければ、そのピ

ッチで工具を送ります。

Ｆ．最大切削幅を越えた時は、切削回数

＋１で割り直して、ピッチを決めます。

仕上げ代を残す時は、Ｇ．残し量に入れます。

残し量は、面直方向の残し量です。

Ｒ補正は、次ページを参照
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ＮＣ出力

【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、Ｇ９０Ｘ０Ｙ０；Ｇ０１Ｚ（早送り高さ） が入ります。

（詳細は、ＮＣデータを参照）

一方向、往復を ラジオボタンで選択します。

一方向にすると、Ｙ軸開始座標からＹ軸終了座標の方向に

だけ切削します。

Ｙ軸開始座標に戻る時は、Ｚが早送り高さまで上がり、前

の開始位置まで戻った後ピックを送ります。

「選択」ボタンで、

書き込みフォルダ

ーを選択します。

ファイル名を入力します。

チェックファイルは、本番前に

回して、入力データの確認をし

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。

ＮＣデータの作図確認ができます。

Ｚを等ピッチで切り込むと、Ｒの上面は面が粗くなります。その為に、仕上げのボール

エンドをまわします。その時は、Ｒ補正をなしにします。

しかし、荒取りだけで終わりにしたい時は、Ｒ補正をありにすると、ＮＣデータの最後

に、Ｒを補正するデータが追加されます。

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。

「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。

「時間」ボタンを押すと、加工時間と加

工長を表示します。
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「時間」ボタンを押すと、下図が表示されます。

ＮＣデータの描画

「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

チップの径を表示しています。

（円の描画がＯＮのため）
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下図は、ＶＩＥＷ２で表示しています。

下図は、チェックファイルを表示しています。最初にＺの一番下の位置まで下がります。

その後、Ｚ０で切削幅を移動した後、荒取り形状がわかる位置を移動します。
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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１０㎜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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【ボール】

データ定義の仕方は、ラジアスと同じです。 違いだけ説明します。

Ｙ軸データは、Ｙ軸開始座標とＹ軸終了座標の間を往復します。

面沿い加工で、円周を等ピッチで加工します。

表面ピッチとは、円周上の長さです。

一方向加工も可能にしました。（２００９．１１．２５変更）

荒取り用のラジアスのデータを

読み込みます。
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ＮＣデータの描画
「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ２で表示しています。

ボールエンド径を表示してい

ます。（円の描画がＯＮのため）
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下図は、チェックファイルを表示しています。

Ｚ０で切削幅を移動した後、仕上げ形状がわかる位置を移動します。
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【Ｕ溝ボール】

加工条件 データ定義

ＮＣ出力
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データ定義

Ｕ溝を掘り込む中心で鋼材の表面を

Ｘ０Ｚ０としてデータを入力します。

早送りＺ高さ

最初、Ｋ．Ｙ軸開始座標から、

Ｌ．Ｙ軸終了座標の方向に切削を

開始しますが、どちらの方向でも、

ダウンカットになります。

Ｙ軸の原点は、任意です。

少数点以下がない時は、小数点は

省略できます。

円の直径が、ボールエンドの直径の２倍以上

ある時、「全面」を選択すると、削り残しが無

いように、切削します。仕上げで表面だけ切

削したい時、「輪郭のみ」を選択します。

「円の中心高さ」は、掘り込む円の中心が、鋼材表面より上にある時はプラスで、下に

ある時はマイナスで入力します。マイナス値が入力された時は、半円の上に垂直の直線

部分ができます。プラス値の時は、円弧だけの切削になります。

円の半径は、掘り込む円の半径を入力します。掘り込む幅は、円の直径になります。

Ｘ０Ｚ０

円の中心高さ：－２０

円の半径：２５
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加工条件

Ｘ０Ｚ０
円の中心高さ：８０

円の半径：１００

表面ピッチとは、垂直部分では、Ｚの切り

込む深さになり、円弧部分では、面沿いピ

ッチになります。

残し量を入れると、垂直部分も円弧部分も

両方残ります。

最初の１本は、負荷が大きいので、

この送り速度を工具幅送り速度と

します。

残りの切削幅は、標準切削幅と最

大切削幅で決まります。
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ＮＣデータの描画（円の中心高さがマイナスの時）

「チェック表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

下図は、「ＶＩＥＷ２」で表示しています。（Ｚ０＋残し量）でＹ軸開始座標からＹ軸終了

座標まで移動した後、Ｙ軸開始座標で掘り込む円の輪郭を回ります。

ボールエンド径を表示してい

ます。（円の描画がＯＮのため）
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「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

全面切削をしています。

下図は、「ＶＩＥＷ２」で表示しています。
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ＮＣデータの描画（円の中心高さがプラスの時）

「チェック表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

下図は、「ＶＩＥＷ２」で表示しています。（Ｚ０＋残し量）でＹ軸開始座標からＹ軸終了

座標まで移動した後、Ｙ軸開始座標で掘り込む円の輪郭を回ります。
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「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

全面切削をしています。

下図は、「円の描画」をＯＦＦにして表示しています。
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下図は、「ＶＩＥＷ２」で表示しています。

下図は、「円の描画」をＯＦＦにして表示しています。
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【内側Ｒ】

加工条件 データ定義

ＮＣ出力
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データ定義

加工条件

角をＸ０Ｚ０として

データを入力します。

早送りＺ高さ

Ｙ値は、鋼材から両側とも完全に

抜けた位置を指定して下さい。

Ｇ００で降ります。最後の１０mm

は切削送りになります。

Ｙ軸データは、Ｙ軸開始座標から

Ｙ軸終了座標に向かって一方向

切削または、往復切削（Ｚ同一高

さの範囲）をします。

Ｙ軸の原点は、任意です。

少数点以下がない時は、小数点は

省略できます。

Ｄ１．切り込み量１は、直線部分

の切り込み量です。

直線部分＝深さ－(コーナーＲ)

Ｄ２．切り込み量２は、コーナー

Ｒ部分の切り込み量です。

(Ｌ．コーナー半径)＝０または、

(Ｌ．コーナー半径)が(Ｂ．コー

ナーＲ)より小さい時は、

コーナー半径＝コーナーＲとし

て計算します。

この例では、Ｌ＝０でも、Ｌ＝５

でもＬ＝８として計算します。

残し量は、全面が残ります。(2009.11.25)
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（Ｋ．深さ）より（Ｌ．コーナー半径）が大きい場合も、可能になりました。

この場合の幅は、コーナー半径が接する幅ですから、実際の幅とは異なります。

実際の幅から、接する幅を求めるには、「Ｒ計算」コマンドを使用します。

下の図は、深さ２０ｍｍでコーナー半径は４０ｍｍです。

Ｊ．幅

Ｊ．幅
Ｋ．深さ

Ｋ．深さ

実際の幅
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ＮＣ出力

ＮＣデータの描画
「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

チップの径を表示しています。

（円の描画がＯＮのため）

底面仕上データを追加しました。(2009.12.04)

ラジアスで荒取りをして、ボールエンドで仕上げをする時を考えると、

ラジアスで０．５ｍｍ残しで加工すると、全面が０．５ｍｍ残ります。

次にボールエンドで仕上げ加工をすると、側面とＲ面を仕上げます。

底面は０．５ｍｍ残ってしまうので、このデータを使って仕上げて下さい。

底面仕上げデータは残し量に関係なく、０で作成されます。
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下図は、ＶＩＥＷ２で表示しています。

下図は、チェックファイルを表示しています。

Ｚ０で切削幅を移動した後、最終形状がわかる位置を移動します。



26

【両内側Ｒ】

加工条件 データ定義

ＮＣ出力 内側Ｒ と同じ
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データ定義

加工条件

掘り込みの中心の上面をＸ０Ｚ０

としてデータを入力します。

早送りＺ高さ

最初、Ｍ．Ｙ軸開始座標から、

Ｎ．Ｙ軸終了座標の方向に切削を

開始しますが、どちらの方向でも、

ダウンカットになります。

Ｙ軸の原点は、任意です。

少数点以下がない時は、小数点は

省略できます。

Ｄ１．切り込み量１は、直線部分

の切り込み量です。

直線部分＝深さ－(コーナーＲ)

Ｄ２．切り込み量２は、コーナー

Ｒ部分の切り込み量です。

(Ｌ．コーナー半径)＝０または、

(Ｌ．コーナー半径)が(Ｂ．コー

ナーＲ)より小さい時は、

コーナー半径＝コーナーＲとし

て計算します。

この例では、Ｌ＝０でも、Ｌ＝５

でもＬ＝８として計算します。

残し量は、全面が残ります。(2009.11.25)

最初の１本は、工具の全幅で切削します。

この送り速度を工具幅送り速度とします。

残りの切削幅は、ＥとＦの切削幅で決まり

ます。



28

（Ｋ．深さ）より（Ｌ．コーナー半径）が大きい場合も、可能になりました。

この場合の幅は、コーナー半径が接する幅ですから、実際の幅とは異なります。

実際の幅から、接する幅を求めるには、「Ｒ計算」コマンドを使用します。

下の図は、深さ２０ｍｍでコーナー半径は４０ｍｍです。

Ｌ．コーナー半径

Ｋ．深さ

Ｋ．深さ

Ｌ．コーナー半径

Ｊ．幅 Ｊ．幅

実際の幅
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ＮＣデータの描画
「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

下図は、ＶＩＥＷ１で表示しています。

チップの径を表示しています。

（円の描画がＯＮのため）
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円の描画をＯＦＦにして、表示します。

下図は、チェックファイルを表示しています。

Ｚ０で切削幅を移動した後、最終形状がわかる位置を移動します。
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【Ｒ計算】

このソフトの「内側Ｒ」、「両内側Ｒ」では、Ｒをかける接線までの距離を入れる事に

なっていますが、図面によっては、Ｒをかける角までの寸法が表示されている事があります。

そのデータを変換します。
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Ｒと深さと、内側Ｒか内側２Ｒを入力して、「計算」ボタンを押すと、切線までの距離が

計算されます。

計算結果をコピーして、内側Ｒまたは内側２Ｒのソフトの入力項目に貼り付けられます。

Ｒ計算画面は、閉じなくても、他の画面が開けます。
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【内側Ｒボール】

加工条件 データ定義

ＮＣ出力

内側Ｒ面 と同じ

内側Ｒ面 と同じ

ボール と同じ
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ＮＣデータの描画
「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

内側Ｒ面との違いだけ説明します。

ボールエンドミルでの面の仕上げ用に作成しました。

ボールエンドミルの面沿い加工で、円周を等ピッチで加工します。

Ｙ軸開始座標からＹ軸終了座標への一方向加工と、往復加工が選択できます。

表面ピッチは、垂直部分ではＺの切込深さ、円弧部分では円周上の長さ

になります。

「データ読み込み」ボタンを押すと、ラジアス用の「内側Ｒ面」データを読み込

みます。(2009.12.04)

ボールエンド径を表示してい

ます。（円の描画がＯＮのため）
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下図は、ＶＩＥＷ２で表示しています。

下図は、チェックファイルを表示しています。
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【両内側ボール】

加工条件 データ定義

ＮＣ出力 両内側Ｒ と同じ

両内側Ｒ と同じボール と同じ
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ＮＣデータの描画

「ＮＣ表示」で下図が描画されます。この図は、「ＸＺ平面」で描画した図です。

両内側Ｒとの違いだけ説明します。

ボールエンドミルで、両方の内側Ｒ面の仕上げ用に作成しました。

ボールエンドミルの面沿い加工で、円周を等ピッチで加工します。

一方向加工と、往復加工が選択できます。

一方向加工は、常にダウンカットになります。

表面ピッチは、垂直部分ではＺの切込深さ、円弧部分では円周上の長さ

になります。

「データ読み込み」ボタンを押すと、ラジアス用の「両内側Ｒ」データを読み

込みます。(2009.12.04)

ボールエンド径を表示してい

ます。（円の描画がＯＮのため）
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下図は、ＶＩＥＷ２で表示しています。

下図は、チェックファイルを表示しています。

以上
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