
付録 

付録-1     オリジナルカスタム工具作成機能 

付録：オリジナルカスタム工具作成機能付録：オリジナルカスタム工具作成機能付録：オリジナルカスタム工具作成機能付録：オリジナルカスタム工具作成機能 
オリジナルのカスタム工具として次の３タイプの工具を作成する事ができます。 
設計制限設計制限設計制限設計制限(SI(SI(SI(SI----12121212 シリーズシリーズシリーズシリーズ))))：図形要素数が最大：図形要素数が最大：図形要素数が最大：図形要素数が最大 18181818 要素数（直線、円弧などの総数）要素数（直線、円弧などの総数）要素数（直線、円弧などの総数）要素数（直線、円弧などの総数）    
    
１）旋削工具 ：溝入れ及び突切り工具以外の工具（コントロールポイントが１点） 
        (例) L 型バイト、内径バイト等 
２）旋削工具 ：溝入れ及び突切り工具（コントロールポイントが２点） 
３）カスタムミル工具：(例) 段付きドリル工具等 

    
・オリジナルの旋削カスタム工具を作成するには、次の手順で行います。・オリジナルの旋削カスタム工具を作成するには、次の手順で行います。・オリジナルの旋削カスタム工具を作成するには、次の手順で行います。・オリジナルの旋削カスタム工具を作成するには、次の手順で行います。    

１. 工具形状のファイルを作成。(*.ect ファイル) 

２. 工具「旋盤」ツールバーで、 ［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］を選択。チップタイプをカスタム

にして、1. で作成したファイルを指定。その他のパラメータを設定して登録。 
 

・カスタム工具を作るときは３Ｖの状態３Ｖの状態３Ｖの状態３Ｖの状態の形状を作成、登録し、ツーリングリスト編集時に
工具の取り付け方向を設定してください。 
・工具の方向（オリエンテーション）に関しては『『『『    工具方向工具方向工具方向工具方向 ( ( ( (１Ｖ１Ｖ１Ｖ１Ｖ////２Ｖ２Ｖ２Ｖ２Ｖ////３Ｖ３Ｖ３Ｖ３Ｖ////４Ｖ４Ｖ４Ｖ４Ｖ////１Ｈ１Ｈ１Ｈ１Ｈ////
２Ｈ２Ｈ２Ｈ２Ｈ////３Ｈ３Ｈ３Ｈ３Ｈ////４Ｈ４Ｈ４Ｈ４Ｈ) ) ) ) についてについてについてについて    』』』』をお読みください。 

 

・旋・旋・旋・旋削工具形状ファイルの作成削工具形状ファイルの作成削工具形状ファイルの作成削工具形状ファイルの作成    

１．CAD 画面上に、工具形状の外形を描きます。 
・ 形状を作成する前に作業平面・レイヤ作業平面・レイヤ作業平面・レイヤ作業平面・レイヤツールバーの[[[[作業平面作業平面作業平面作業平面]]]]を「XYZ」、[[[[ビュービュービュービュー
平面平面平面平面]]]]を「上面」にします。(起動時はこの設定になっていますので、変更していな
ければこの作業の必要はありません。) 

・ 原点を刃先として形状を作成します。 
・ 刃先Ｒがある工具は、原点を刃先Ｒの中心にします。 
・ チップホルダを含めた形状を作成します。 
・ 途中に枝分かれするような要素があってはいけません。 
・ 刃先以外にＲ部があるときは、工具形状の内側にＲの中心がなければいけません。 
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・ 工具形状の描画例 

・溝入れ及び突切り工具以外の工具 
    ＜片刃バイト＞   ＜裏挽きバイト＞        ＜ねじ切りバイト＞ 

＜刃先Ｒ無し＞   ＜刃先Ｒ有り＞ 

・溝入れ及び突切り工具 
＜溝入れ工具＞              ＜突切り工具＞ 

＜刃先Ｒ無し＞              ＜刃先Ｒ有り＞ 
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・ 描画例の工具は、ツーリングリスト編集時に、裏挽きバイトは４Ｖ方向、他は３Ｖ
方向にします。 

・ 上記の工具は ［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］で簡単に作成することができます。 

・ その他に ［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］［新規カスタム工具］では作成できないカスタム工具を作成できます。 

（描画例） 
＜Ｌ型バイト＞           ＜ボーリングバー＞ 

・ バイトホルダに取り付けて内径オペレーションで使用する工具（Ｌ型バイト等）は
シャンクの方向を下にして描画してください。また、スリーブに取り付けて内径オ
ペレーションで使用する工具は３Ｖ方向で描画します。 

・ ツーリングリスト編集時にＬ型バイトは２Ｖ方向、ボーリングバーは２Ｈ方向にし
ます。 

２．描画した形状を ［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］または ［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］で一

筆書き状になぞります。 
・ フィーチャの方向は任意です。 
・ フィーチャの終点は始点と同じ位置にしてください。また、フィーチャは途中で切
れてはいけません。 

・ このフィーチャは加工部位の設定とは関係ありません。 
 

３．作成したフィーチャだけを選択状態にします。 
・ この時、他の要素も同時に選択しないように注意してください。 
・ ハイライトモードで行えば、確実にフィーチャだけを選択することができます。 
 

 

 

 
・工具外形線上で左クリックし、「チェーン」という
表示が現れるまで右クリックで要素を選択します。 
・「チェーン」が表示されたら、左クリックで決定し
ます。 

左クリックして「HI」を表示させる 
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＜形状描画＞         ＜フィーチャ作成＞       ＜フィーチャ選択＞ 

４．メニューバーの[[[[ファイルファイルファイルファイル]]]]から、[[[[名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存]]]]を選択すると、名前を付けて保
存のダイアログが表示されます。 
・ ファイルの種類を「工具形状ファイル(*.ect)」に変更し、ファイル名を指定して
保存します。 

・ このとき、保存されるのは選択状態の要素のみです。その他に選択されていない
描画要素があっても無視されます。 

 
・オリジナルカスタム工具の登録・オリジナルカスタム工具の登録・オリジナルカスタム工具の登録・オリジナルカスタム工具の登録    

「旋盤」ツールバーで、 ［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］を選択し、チップタイプをカスタムにす

ると、ダイアログが次のようになります。 
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カスタムタイプカスタムタイプカスタムタイプカスタムタイプを変更することにより、下記の部分の表示が変わります。 

  注) 上図の P0 は、座標の原点(0,0,0)を表します。 

カスタム属性：カスタム属性：カスタム属性：カスタム属性：    

カスタムタイプカスタムタイプカスタムタイプカスタムタイプ    
カスタム輪郭：  通常の外径挽き工具などの場合に選択します。 
カスタム形状工具：溝工具や突切り工具などの場合に選択します。 

 ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名    
作成した工具形状ファイルのファイル名を入力します。 
[[[[参照参照参照参照...]...]...]...]ボタンを押すと「カスタム工具形状を読み込み」のダイアログが表示さ
れますので、作成した「工具形状ファイル(*.ect)」を指定して[[[[開く開く開く開く]]]]ボタンを押す
と、簡単に入力ができます。 

 ノーズＲノーズＲノーズＲノーズＲ(NR)(NR)(NR)(NR)    
刃先 Rの寸法を入力します。 

 ノーズ角度ノーズ角度ノーズ角度ノーズ角度(NA)(NA)(NA)(NA)    
工具刃先の角度を入力します。 

 リリーフ角リリーフ角リリーフ角リリーフ角(RA)(RA)(RA)(RA)    
工具のリリーフ角度を入力します。 

 工具角度工具角度工具角度工具角度(TA)(TA)(TA)(TA)    
エッジの角度を入力します。 

 幅幅幅幅(W)(W)(W)(W)    
工具幅を入力します。 

    
((((注意注意注意注意) ) ) ) 工具のパス計算には工具のパス計算には工具のパス計算には工具のパス計算には、ノーズＲ・ノーズ角度・リリーフ角・工具角度・幅のパラメ、ノーズＲ・ノーズ角度・リリーフ角・工具角度・幅のパラメ、ノーズＲ・ノーズ角度・リリーフ角・工具角度・幅のパラメ、ノーズＲ・ノーズ角度・リリーフ角・工具角度・幅のパラメ

ータが使用され、工具形状はシミュレーションの表示のみに使用されます。従いまータが使用され、工具形状はシミュレーションの表示のみに使用されます。従いまータが使用され、工具形状はシミュレーションの表示のみに使用されます。従いまータが使用され、工具形状はシミュレーションの表示のみに使用されます。従いま
して、これらのパラメータは正しく入力して頂く必要があります。して、これらのパラメータは正しく入力して頂く必要があります。して、これらのパラメータは正しく入力して頂く必要があります。して、これらのパラメータは正しく入力して頂く必要があります。    

((((注意注意注意注意) ) ) ) 作成した工具形状の刃先の位置（原点、刃先Ｒがある場合は仮想刃先）と、作成した工具形状の刃先の位置（原点、刃先Ｒがある場合は仮想刃先）と、作成した工具形状の刃先の位置（原点、刃先Ｒがある場合は仮想刃先）と、作成した工具形状の刃先の位置（原点、刃先Ｒがある場合は仮想刃先）と、[[[[一般一般一般一般]]]]
タブのタブのタブのタブの[[[[補正補正補正補正]]]]に指定するパラメータとに矛盾があると、正しい出力結果を得ることに指定するパラメータとに矛盾があると、正しい出力結果を得ることに指定するパラメータとに矛盾があると、正しい出力結果を得ることに指定するパラメータとに矛盾があると、正しい出力結果を得ること
ができません。ができません。ができません。ができません。    
詳しくは『詳しくは『詳しくは『詳しくは『    工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて    』をお読みください。』をお読みください。』をお読みください。』をお読みください。    

((((注意注意注意注意) ) ) ) 作成したカスタム工具を他のプログラムで使用するには、工具を保存する必作成したカスタム工具を他のプログラムで使用するには、工具を保存する必作成したカスタム工具を他のプログラムで使用するには、工具を保存する必作成したカスタム工具を他のプログラムで使用するには、工具を保存する必要があ要があ要があ要があ
ります。保存方法については、「１８．工具」の「６．ツーリングリスト（編集）」ります。保存方法については、「１８．工具」の「６．ツーリングリスト（編集）」ります。保存方法については、「１８．工具」の「６．ツーリングリスト（編集）」ります。保存方法については、「１８．工具」の「６．ツーリングリスト（編集）」
をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    
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・例）カスタム工具の登録から取り付け・例）カスタム工具の登録から取り付け・例）カスタム工具の登録から取り付け・例）カスタム工具の登録から取り付け    

メニューバーから[[[[加工定義加工定義加工定義加工定義]]]]の[[[[ツーリングリストツーリングリストツーリングリストツーリングリスト]]]]、もしくは旋盤ツールバーの [[[[ツーリンツーリンツーリンツーリン

グリスト編集グリスト編集グリスト編集グリスト編集]]]]を選択すると、ツーリング設定ダイアログツーリング設定ダイアログツーリング設定ダイアログツーリング設定ダイアログが表示されます。このツーリングリ

ストを使用して、作成したカスタム工具の登録と取り付けのまでの操作について説明します。 

 
例 1）ボーリングバー 
１．作成したボーリングバーの登録 

 
 
 

 
 

 
 

・上記の操作を行うと、「旋盤」ツールバーの ［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］［新規旋盤工具］を選択した時と同様のダイ

アログが表示されます。 

こちら側のダイアログボ

ックス内で右クリック。

右クリックして表示されたメニューの

「新規旋盤工具の作成」を選択 
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・[OK][OK][OK][OK]ボタンを押すと作成したカスタム工具が登録されます。 

作成した「工具形状

ファイル(*.ect)」を

指定します。 
ここに作成した

工具の形状が表

示されます 

作成した工具と矛盾

が無いように入力し

ます。 

補正のタイプを

設定します。 

｢カスタム｣を

選択します。

「カスタム輪郭」を

選択 
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２．作成したボーリングバーの取り付け 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・以上の操作で作成したボーリングバーの登録と取り付けが完了です。 

 
 

1軸スライドユニットに
ボーリングスリーブを

取り付ける 

登録したボーリングバー

を取り付ける。 

取り付けた工具の上で右

クリックするとメニュー

が表示される。 

工具方向を｢２H｣に
設定する。 
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例２）L型バイト 
 ボーリングバーと同じ操作で登録し、取り付けます。（取り付けの際、工具方向に注意。） 

 

 
 

Ｌ型バイトなどのバイトホルダ

に取り付けて内径オペレーショ

ンに使用する工具は「２Ｈ」の

向きに取り付ける。 
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VVVV ertical

HHHH orizontal

3H3H3H3H4H4H4H4H

2H2H2H2H1H1H1H1H

1V1V1V1V 2V2V2V2V

4V4V4V4V 3V3V3V3V

※『※『※『※『    工具方向工具方向工具方向工具方向 ( ( ( (１Ｖ１Ｖ１Ｖ１Ｖ////２Ｖ２Ｖ２Ｖ２Ｖ////３Ｖ３Ｖ３Ｖ３Ｖ////４Ｖ４Ｖ４Ｖ４Ｖ////１１１１ＨＨＨＨ////２Ｈ２Ｈ２Ｈ２Ｈ////３Ｈ３Ｈ３Ｈ３Ｈ////４Ｈ４Ｈ４Ｈ４Ｈ) ) ) ) についてについてについてについて    』』』』    

・工具方向の値は、基本的に下記のことを示しています。 
 

１ Ｖ  
 

・数字：加工刃先の方向・数字：加工刃先の方向・数字：加工刃先の方向・数字：加工刃先の方向    

 数字は加工刃先位置が、刃先Ｒ中心から見てどの象限にあるかを意味しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ・＋＋＋＋で示した所が加工刃先位置です。 
・このポイントをコントロールポイントと呼び、生成されるパスはこのコントロールポ
イントの動作を表しています。 

・アルファベット：工具の取付・アルファベット：工具の取付・アルファベット：工具の取付・アルファベット：工具の取付    

アルファベットは工具の取付（ 垂直(Ｖ)／水平(Ｈ) ）を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・工具方向は、数字とアルファベットを組み合わせ、以下の様になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数字：加工刃先の方向 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ：工具の取付

1111

44443333

2222

3333
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3V3V3V3V4V4V4V4V

1V1V1V1V 2V2V2V2V

※『※『※『※『    工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて工具方向と補正タイプについて    』』』』    

工具方向の基本的な考えは前述した通りですが、生成されるパスとの関連から注意すべき
点があります。 

・パスの生成パターンからみたチップタイプは、補正タイプによって以下の４つに区分され

ます。 

１. コーナー（ターニング／カスタム輪郭） 
２. チップ（ターニング／トップノッチ／レイダウン／カスタム輪郭） 
３. 左刃先（溝切り／カスタム形状） 
４. 右刃先（溝切り／カスタム形状） 

１．コー１．コー１．コー１．コーナー（ターニング／カスタム輪郭）ナー（ターニング／カスタム輪郭）ナー（ターニング／カスタム輪郭）ナー（ターニング／カスタム輪郭） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・数字の切り換えにより、工具の向き（左右）が変わるだけでなく、パスを生成するポイ
ントであるコントロールポイントが切り換わります。    

２．チップ（ターニング／トップノッチ／レイダウン／カスタム輪郭）２．チップ（ターニング／トップノッチ／レイダウン／カスタム輪郭）２．チップ（ターニング／トップノッチ／レイダウン／カスタム輪郭）２．チップ（ターニング／トップノッチ／レイダウン／カスタム輪郭）    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・チップの場合、コントロールポイントは中央に位置するため、１<->２、３<->４を切り
換えても変わりませんが、工具の向き（左右）は変わります。 

4V4V4V4V 3V3V3V3V

2V2V2V2V1V1V1V1V
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３．左刃先（溝切り／カスタム形状）３．左刃先（溝切り／カスタム形状）３．左刃先（溝切り／カスタム形状）３．左刃先（溝切り／カスタム形状）    
４．右刃先（溝切り／カスタム形状）４．右刃先（溝切り／カスタム形状）４．右刃先（溝切り／カスタム形状）４．右刃先（溝切り／カスタム形状）    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・溝工具の場合、数字の切り換えにより、工具の向き（左右）は変わりますが、コントロ
ールポイントは切り換わりません。 
切り換えるためには、補正タイプを変えてください。 

 
（注意）カスタム形状工具で下記の設定をした場合、シミュレーションで不具合（工具がずれ（注意）カスタム形状工具で下記の設定をした場合、シミュレーションで不具合（工具がずれ（注意）カスタム形状工具で下記の設定をした場合、シミュレーションで不具合（工具がずれ（注意）カスタム形状工具で下記の設定をした場合、シミュレーションで不具合（工具がずれ

て表示）が生じます。て表示）が生じます。て表示）が生じます。て表示）が生じます。    
1V/1H－左刃先、2V/2H－右刃先、3V/3H－右刃先、4V/4H－左刃先 

 
 

右刃先右刃先右刃先右刃先左刃先左刃先左刃先左刃先

W3V3V3V3V

左刃先左刃先左刃先左刃先 右刃先右刃先右刃先右刃先

W 4V4V4V4V

左刃先左刃先左刃先左刃先

1V1V1V1V

右刃先右刃先右刃先右刃先

W

左刃先左刃先左刃先左刃先 右刃先右刃先右刃先右刃先

W2V2V2V2V



付録 

付録-13     オリジナルカスタム工具作成機能 

・カスタムミル工具形状ファイルの作成・カスタムミル工具形状ファイルの作成・カスタムミル工具形状ファイルの作成・カスタムミル工具形状ファイルの作成    

1． CAD 画面上に、右側半分の工具形状を描きます。開いた図形として描画します。 
・ 形状を作成する前に作業平面・レイヤ作業平面・レイヤ作業平面・レイヤ作業平面・レイヤツールバーの[[[[作業平面作業平面作業平面作業平面]]]]を「XYZ」、[[[[ビュービュービュービュー
平面平面平面平面]]]]を「上面」にします。(起動時はこの設定になっていますので、変更していな
ければこの作業の必要はありません。) 

・ チップホルダを含めた形状を作成します。 
・ 途中に枝分かれするような要素があってはいけません。 
・ 原点を刃先として作成します。 
・ 図形要素が単純増加及び単純減少する形状（単純な階段状形状）でなければなりま
せん。 
・ 刃先Ｒがある工具は、原点を刃先Ｒの中心にします。 

 

2. 描画した形状を ［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］［自動連続フィーチャ］または ［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］［手動連続フィーチャ］で一筆

書き状になぞります。 
・ フィーチャの方向は任意です。 
・ フィーチャは途中で切れてはいけません。 
・ このフィーチャは加工部位の設定とは関係ありません。 

 
3. 作成したフィーチャだけを選択状態にします。 
・ この時、他の要素も同時に選択しないように注意してください。 
・ ハイライトモードで行えば、確実にフィーチャだけを選択することができます。 

 
4. 以下旋削工具形状ファイルの作成と同様：オリジナルカスタムミル工具登録は、カス
タムミルを選択しカスタム属性を記入します。 
＜段付きドリル形状描画＞            ＜カスタムミル工具登録＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


