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２７．［突切り加工サイクル］オペレーションページの設定２７．［突切り加工サイクル］オペレーションページの設定２７．［突切り加工サイクル］オペレーションページの設定２７．［突切り加工サイクル］オペレーションページの設定    
 
 
 

 
 
[[[[突切り荒加工突切り荒加工突切り荒加工突切り荒加工]]]]    

サイクルタイプで [[[[突切り荒加工突切り荒加工突切り荒加工突切り荒加工]]]]   を選択し、  をクリックします。 
 
「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定    

 
尚、ペックに関する設定等については、溝加工サイクルを参照してください。 

突切り加工サイクルをクリックします。
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[[[[突切り加工突切り加工突切り加工突切り加工]]]]    

サイクルタイプで  [[[[突切り加工突切り加工突切り加工突切り加工]]]] を選択し、  をクリックします。 
 
「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定「突切り」タブの設定    
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「その他」タブの設定「その他」タブの設定「その他」タブの設定「その他」タブの設定    
「その他」タブは機種により設定項目が異なります。SI-12NPにおける「その他」タブに
ついては、27-5ページを参照してください。 
    

    
    

        ・製品排出・製品排出・製品排出・製品排出    
製品排出装置及び工具破損検出装置の動作のタイミングを設定します。 
この機能を使う場合、マシンセットアップの機械オプションで、使用する製品排出装置
及び工具破損検出装置を選んでおいてください。 
 
        工具位置工具位置工具位置工具位置D1 D1 D1 D1 排出装置前進完了タイミング：排出装置前進完了タイミング：排出装置前進完了タイミング：排出装置前進完了タイミング：    
工具の刃先が指定した直径位置に来るまでに製品排出装置の前進を完了します。 

 
工具位置工具位置工具位置工具位置D2 D2 D2 D2 破損検出破損検出破損検出破損検出////排出装置退避タイミング：排出装置退避タイミング：排出装置退避タイミング：排出装置退避タイミング：    
破損検出装置がある場合、工具の刃先が指定した直径位置を通過した時、工具破損検
出を開始します。製品排出装置のみの場合、工具の刃先が指定した直径位置を通過し
た時、製品排出装置の退避を開始します。 
 
製品排出：製品排出：製品排出：製品排出：    
マシンセットアップの機械オプションで選択されている製品排出装置を表示します。 
 
排出装置前進速度：排出装置前進速度：排出装置前進速度：排出装置前進速度：    
製品排出装置の前進速度（毎分送り）を設定します。 
 
排出装置退避速度：排出装置退避速度：排出装置退避速度：排出装置退避速度：    
製品排出装置の退避速度（毎分送り）を設定します。 
 
工具破損検出：工具破損検出：工具破損検出：工具破損検出：    
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マシンセットアップの機械オプションで選択した工具破損検出装置を表示します。 
破損検出動作破損検出動作破損検出動作破損検出動作速度：速度：速度：速度：    
工具破損検出の動作する速度（毎分送り）を設定します。 
工具の切削送り速度は上記のタイミング位置で変更することが可能です。入力単位は
「回転と送り」「回転と送り」「回転と送り」「回転と送り」のタブで設定したものを使います。 

 
送り速度送り速度送り速度送り速度 F1 F1 F1 F1：：：：    
「回転と送り」「回転と送り」「回転と送り」「回転と送り」タブで設定されている送り速度を表示します。 
 
送り速度送り速度送り速度送り速度 F2 F2 F2 F2：：：：    
工具位置D1からの工具の送り速度を設定します。 
 
送り速度送り速度送り速度送り速度 F3 F3 F3 F3：：：：    
工具位置D2からの工具の送り速度を設定します。 
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「その他」タブの設定「その他」タブの設定「その他」タブの設定「その他」タブの設定    ＜＜＜＜SISISISI----12NP12NP12NP12NP＞＞＞＞    
「その他」タブは機種により設定項目が異なります。SI-12における「その他」タブにつ
いては、27-3ページをご参照ください。 
    

    
    

        ・製品取り上げ・製品取り上げ・製品取り上げ・製品取り上げ    
製品取上げ動作を設定します。 
 
I: I: I: I: ﾎﾞｽ長ﾁｬｯｸ：ﾎﾞｽ長ﾁｬｯｸ：ﾎﾞｽ長ﾁｬｯｸ：ﾎﾞｽ長ﾁｬｯｸ：    
ボス長チャックを使用している場合にサブスピンドル端面から出ているツメの長さを
入力します。 
ボス長チャックを使用していない場合には0を入力してください。 

 
k: k: k: k: ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ端面からの製品長：ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ端面からの製品長：ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ端面からの製品長：ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ端面からの製品長：    
製品取り上げ後の製品のサブスピンドルからの突出し量を設定します。ただし、ボス
長チャックを使用している場合はボス長チャック先端からの突き出し量になります。 
サブスピンドル内に挿入可能な長さに制限があるため、入力欄の左に表示されている
値より大きな値を設定してください。 

 
d: d: d: d: ｸﾘｱﾗﾝｽ：ｸﾘｱﾗﾝｽ：ｸﾘｱﾗﾝｽ：ｸﾘｱﾗﾝｽ：    
製品取り上げ開始時のサブスピンドルの位置決め動作を設定します。 
サブスピンドルは、製品の端面から「d:ｸﾘｱﾗﾝｽ」の量だけ離れた位置に早送りで移動
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します。 
 
取上げ速度取上げ速度取上げ速度取上げ速度(/min)(/min)(/min)(/min)：：：：    
取上げ速度（毎分送り）を設定します。 
サブスピンドルは、「d:ｸﾘｱﾗﾝｽ」で設定した位置まで早送りで移動した後、「ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝ
ﾄﾞﾙ端面からの製品長」で設定した位置まで、この速度で移動します。 
 
w:w:w:w:    ﾁｬｯｸ時のｺﾚｯﾄ戻し量：ﾁｬｯｸ時のｺﾚｯﾄ戻し量：ﾁｬｯｸ時のｺﾚｯﾄ戻し量：ﾁｬｯｸ時のｺﾚｯﾄ戻し量：    
ｺﾚｯﾄの戻し量を設定します。 
ﾁｬｯｸすると同時にｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙは、この距離分の引き戻し動作を行います。 
X1: X1: X1: X1: （直径値）：（直径値）：（直径値）：（直径値）：    
突切り工具の切削速度の変速位置を設定します。 
突切り工具がこの位置を通過した時点で、切削速度が「回転／送り」「回転／送り」「回転／送り」「回転／送り」タブで設定され
ている送り速度から「F2：送り速度X1～X2」に変わります。 
 
X2: X2: X2: X2: （直径値）ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ退避開始：（直径値）ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ退避開始：（直径値）ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ退避開始：（直径値）ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ退避開始：    
サブスピンドルが退避するタイミングを設定します。 
突切り工具がこの位置を通過した時点で、サブスピンドルが退避を開始します。また、
この位置で切削速度を変速することができます。「F2：送り速度X1～X2」から「F3: 
送り速度 X2～」に変わります。 
 
F1: F1: F1: F1: 送り速度送り速度送り速度送り速度    ～～～～X1X1X1X1：：：：    
「回転／送り」「回転／送り」「回転／送り」「回転／送り」タブで設定した送り速度を表示しています。 
 
F2: F2: F2: F2: 送り速度送り速度送り速度送り速度 X1 X1 X1 X1～～～～X2X2X2X2：：：：    
突切り工具がX1からX2を切削するときの送り速度を設定します。 
 
F3: F3: F3: F3: 送り速度送り速度送り速度送り速度 X2 X2 X2 X2～：～：～：～：    
突切り工具がX2から突切り完了位置までを切削するときの送り速度を設定します。 
 
 

        ・背面加工・背面加工・背面加工・背面加工    
背面加工の設定を行います。 
 
背面加工：背面加工：背面加工：背面加工：    
背面加工の有効／無効を設定します。有効に設定した場合、[詳細]ボタンが有効表示
されます。 
 
[[[[詳細詳細詳細詳細]]]]：：：：    
[詳細]ボタンを押すと背面加工の詳細設定を行うダイアログが表示されます。ダイア
ログの詳細は後述します。 
    
    

        ・製品排出・製品排出・製品排出・製品排出    
背面加工の設定を行います。 
 
ｴｱﾌﾞﾛｰ：ｴｱﾌﾞﾛｰ：ｴｱﾌﾞﾛｰ：ｴｱﾌﾞﾛｰ：    
マシンセットアップの機械オプションにてｴｱﾌﾞﾛｰ装置が選択されている場合、有効／
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無効設定が可能になります。 
 
噴出時間（ｺﾚｯﾄ開から）：噴出時間（ｺﾚｯﾄ開から）：噴出時間（ｺﾚｯﾄ開から）：噴出時間（ｺﾚｯﾄ開から）：    
「ｴｱﾌﾞﾛｰ」が有効設定された場合に設定可能です。ｺﾚｯﾄ開からのエアーの噴出時間を
設定します。 
 
排出／破損検排出／破損検排出／破損検排出／破損検出：出：出：出：    
マシンセットアップの機械オプションにて製品排出検出装置が選択されている場合、
有効／無効設定が可能になります。 
 
ﾄﾞｳｪﾙ（ｺﾚｯﾄ開から排出検出）：ﾄﾞｳｪﾙ（ｺﾚｯﾄ開から排出検出）：ﾄﾞｳｪﾙ（ｺﾚｯﾄ開から排出検出）：ﾄﾞｳｪﾙ（ｺﾚｯﾄ開から排出検出）：    
「排出／破損検出」が有効選択された場合に設定可能です。ｺﾚｯﾄ開から排出検出まで
のﾄﾞｳｪﾙを設定します。 
 

「背面加工」ダイアログの設定「背面加工」ダイアログの設定「背面加工」ダイアログの設定「背面加工」ダイアログの設定        
「背面加工」の[詳細]ボタンを押すと背面加工ダイアログが表示されます。 
    

    
    
・工具位置決め・工具位置決め・工具位置決め・工具位置決め    
背面加工にて使用する工具と、その位置決めに関する設定を行います。 

 
X: X: X: X: 工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：    
背面加工開始時の背面加工用工具の位置決め動作を設定します。 
サブスピンドルが「d:ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ」の位置まで早送りで移動した後、背面加工用
工具がこの値に早送りで位置決めを行います。 

 
d: d: d: d: ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ：ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ：ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ：ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ：    
背面加工開始時のサブスピンドルの位置決め動作を設定します。  
製品取り上げ後、突切られた製品端面と背面加工用工具の刃先の距離がこの値にな
る位置にサブスピンドルを早送りで移動させます。 
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・背面加工・背面加工・背面加工・背面加工    
背面加工の設定を行います。サブスピンドルのZB移動による加工が可能です。 

 
回転数回転数回転数回転数(rpm)(rpm)(rpm)(rpm)：：：：    
切削時のサブスピンドルの回転数を設定します。回転方向は工具データに設定され
た値を基準にします。 

 
切削送り速度：切削送り速度：切削送り速度：切削送り速度：    
選択されている単位（毎回転送り／毎分送り）での送り量を設定します。 
「切削ｸﾘｱﾗﾝｽ」から「切り込み量」で設定した位置までをこの速度で切削します。 
 
切削ｸﾘｱﾗﾝｽ：切削ｸﾘｱﾗﾝｽ：切削ｸﾘｱﾗﾝｽ：切削ｸﾘｱﾗﾝｽ：    
切削を開始する位置を設定します。 
工具位置決め終了後、突切られた製品端面と背面加工用工具の刃先の距離がこの値
になる位置にサブスピンドルを早送りで移動させます。その後、「切削ｸﾘｱﾗﾝｽ」と
「切り込み量」分を「切削送り速度」で設定した速さで切削を行います。 

 
切り込み量：切り込み量：切り込み量：切り込み量：    

突切られた製品端面からの切り込み量を設定します。 ボタンを押すと簡易計算
ダイアログが表示されます。 

 
 

                        ・面取り・面取り・面取り・面取り    
面取りの直径と角度から切込み量を算出します。ここで算出された切込み量は背面
加工ダイアログの「切込み量」に挿入されます。ただしこれは簡易的に切り込み量
を算出し、背面加工ダイアログの「切込み量」に挿入する機能なので、このダイア
ログのデータは１度閉じるとクリアされます。 

 
  D:   D:   D:   D: 面取り直径：面取り直径：面取り直径：面取り直径：    
        面取り部の直径を設定します。 
 
  a:   a:   a:   a: 面取り角面取り角面取り角面取り角度：度：度：度：    
  面取り部の角度を設定します。 
 
  X:   X:   X:   X: 工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：工具位置（直径値）：    
  背面加工ダイアログの「X: 工具位置（直径値）」を表示します。 
 
  r:   r:   r:   r: ﾉｰｽﾞﾉｰｽﾞﾉｰｽﾞﾉｰｽﾞRRRR：：：：    
  背面加工用工具のﾉｰｽﾞRを表示します。 
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        切込み量：切込み量：切込み量：切込み量：    
  上記４つの値から切込み量を算出します。 
この値はOKボタンを押し、背面加工ダイアログの「切込み量」に挿入されること
により加工に反映されます。 

    
    
ﾄﾞｳｪﾙ：ﾄﾞｳｪﾙ：ﾄﾞｳｪﾙ：ﾄﾞｳｪﾙ：    
背面加工時のﾄﾞｳｪﾙを設定します。 
背面加工用工具が切り込み量で設定した位置まで切り込んだ時点でﾄﾞｳｪﾙが入りま
す。その後、サブスピンドルが「ｱﾌﾟﾛｰﾁｸﾘｱﾗﾝｽ」で設定した位置まで早送りで移動
し、それから背面加工用工具が退避します。 
 
 

・ 突切り工具復帰突切り工具復帰突切り工具復帰突切り工具復帰    
背面加工終了後のワークの復帰動作を設定します。 
突切り工具とワークは、背面加工開始時には自動的に退避しているため、背面加工終
了後の復帰動作を行います。 
 
ZZZZ復帰復帰復帰復帰    送り速度送り速度送り速度送り速度(/min)(/min)(/min)(/min)：：：：    
ワークの復帰動作時の送り速度を設定します。 
背面加工終了後、まず突切り工具が退避する前の状態に早送りで復帰します。その
後ワークがこの速度で復帰動作を行います。 


