FAX：
FAX：072-760-3135

OneCNC株式会社

１. この用紙はOneCNCの新規注文及びライセンス追加に関する貴社からのお申込書となります。
２. 下記フォームに必要事項を記入し、FAX（072-760-3135）宛に送信して下さい。
３．ファックス確認後、貴社の販売店より、代金の請求書を送付させて頂きます。

１.お申し込み者情報

ご記入日 ： 西暦

年

月

日

フリガナ

会社名

印

住所

〒

担当者

部 署:

TEL :

役 職:

FAX :

氏 名:

□

上 ※上記と異なる場合のみ下記にご記入下さい。

部 署

請求書
送付先

住 所
担 当

〒
氏名 ：

TEL ：

2.お申し込み内容
区分

本体

＠

MAIL :
同

ご注文内容

No.

単 価

※ネットワークライセンスをご希望の方はチェックを入れてください

【XR8】 Solid Design（ソリッド・デザイン）

2

【XR8】 Mill Express（ミル・エクスプレス）

3

【XR8】 Mill Advantage（ミル・アドバンテージ）

4

【XR8】 Mill Professional（ミル・プロフェッショナル）

5

【XR8】 Mill Expert（ミル・エキスパート）

6

【XR8】 ４軸オプション

7

【XR8】 固定５軸オプション

8

【XR8】 同時５軸オプション

9

【XR8】 ５軸オプションセット（固定5軸＋同時5軸）

10

【XR8】 Lathe Express（旋盤・エクスプレス）

11

【XR8】 Lathe Professional（旋盤・プロフェッショナル）

12

【XR8】 Lathe Expert（旋盤・エキスパート）

13

【XR8】 Lathe C 軸 （複合旋盤オプション）

14

【XR8】 Lathe C+Y 軸 （複合旋盤オプション）

15

【XR8】 Lathe C+Y+B 軸 （複合旋盤オプション）

16

【XR8】 Profile Express（プロファイル・エクスプレス）

17

【XR8】 Profile Professional（プロファイル・プロフェッショナル）

18

【XR8】 Profile Expert（プロファイル・エキスパート）

19

【XR8】 WireEDM Express（ワイヤー・エクスプレス）

20

【XR8】 WireEDM Professional（ワイヤー・プロフェッショナル）

21

【XR8】 WireEDM Expert（ワイヤー・エキスパート）

□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス
□ ネットワークライセンス

円
560,000 円/10台
280,000 円
560,000 円/10台
480,000 円
960,000 円/10台
680,000 円
1,360,000 円/10台
880,000 円
1,760,000 円/10台
400,000 円
800,000 円/10台
800,000 円
1,600,000 円/10台
800,000 円
1,600,000 円/10台
1,400,000 円
2,800,000 円/10台
380,000 円
760,000 円/10台
480,000 円
960,000 円/10台
680,000 円
1,360,000 円/10台
400,000 円
800,000 円/10台
600,000 円
1,200,000 円/10台
800,000 円
1,600,000 円/10台
380,000 円
760,000 円/10台
480,000 円
960,000 円/10台
680,000 円
1,360,000 円/10台
380,000 円
760,000 円/10台
480,000 円
960,000 円/10台
680,000 円
1,360,000 円/10台

担当

/
K

OneCNC株式会社

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

消費税

円

税込合計

円

特約店 ：

/

受付No

円

合計

※ ご質問・ご要望等ございましたらこちらにご記入下さい。

OneCNC㈱ 使用欄

ご注文金額

数量

280,000

1

/
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/
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TEL： 072-760-3134 FAX：072-760-3135

/
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/
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/
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/
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http://www.onecnc.co.jp/

/
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OneCNCの全てが分かる！

機能ガイドブック

※この資料の記載内容について
特別に記載のある項目を除いて、OneCNC XR8 の最上位グレードを中心にご紹介しています。
また、製品グレードによる機能の違いについては、別途機能比較表等でご確認ください。
記載内容については、本資料作成時点の内容であり、将来予告なく変更となる可能性もございます。
ご不明な点は、弊社もしくは販売店まで別途お問合せください。

ご導入までの流れ・ご相談窓口について
【通常のご購入ルート】
通常のご購入ルート】
OneCNCの認定する特約販売店を経由してご販売させていただきます。
特約販売店はOneCNCの技術パートナーとなる販売代理店のことで、販売後も御社のサポート窓口となる重要な会社です。
すでにご提案を受けている特約販売店がある方は、そちらの特約販売店に直接ご相談の上で、購入手続きをお願いします。
また、特約販売店がご不明の方は、OneCNC株式会社宛に添付の【申込書（新規/追加用）】をファックスしてください。
弊社指定の特約販売店より今後のお手続きをご案内させていただきます。

【商社経由をご希望の場合】
商社経由をご希望の場合】
取引口座の都合などにより、御社指定の商社を経由してのご購入をご希望の場合は、
御社と特約販売店の間にその商社を挟む形でお取引きをいただくこととなります。
まずはそのようなお取引が可能か、商社のご担当者の方にご相談ください。
その際に下記の連絡先を添えてご相談いただければスムーズです。

■ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせください
OneCNC株式会社
TEL 072-760-3134（平日9：00-17：00） FAX 072-760-3135 Email: onecnc@onecnc.co.jp
〒563-0032 大阪府池田市石橋1丁目21-22 グレーストンＮビル 2Ｆ
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OneCNC（ワン・シーエヌシー）とは・・・？
OneCNC（ワン・シーエヌシー）の主な特徴
（ワン・シーエヌシー）の主な特徴

操作性に優れる
Windows準拠の統一された
インターフェースで、導入し
たその日から使用できます。

ネットワークライセンス
で10台同時使用可能
10台同時使用可能

低価格で導入可能
28万円～88万円の製品価
格だけで導入可能。
ランニングコストも不要。

安心のサポート体制
特約販売店によるサポート体制
で導入時のトレーニングから、
日常業務の問い合わせまで確
実に対応できる体制があります。

2本分の費用で同時10台ま
で使用可能なネットワーク
ライセンスが導入できます。

オールインワン
CAD/CAM一体型
CAD/CAM一体型
CAD/CAMに必要な機能はす
べて標準機能で揃っています。
他のソフトは一切不要。

歴史のある開発
1983年より継続的に開発され
てきた歴史のあるシステム。も
のづくり企業を前進とする開
発元だからこその信頼。

最新のテクノロジー搭載
独自カーネルで柔軟な開発環境を
実現。Active Cut Technology,STM
演算技術,HSMツールパス、他

世界中の工業国で
使用されています
多言語対応しており、ドイツ、
イギリス、アメリカなど世界中
の工業国で普及しています。
日本では2006年から。

日本国内での豊富な納入実績
町工場から大手製造メーカー、研究教育機関までまさに幅広い業界で活躍しています
日本国内では2006年からの販売となりますが、現在も急速に広がっているところです。
主な日本国内納入先

2019年11月時点

大手光学機器メーカー【上場】

大手弦楽器製造メーカー

超精密エンプラ金型設計

大手モーター用機器製造メーカー【上場】

航空宇宙機器部品の大手製造メーカー

小型船舶製造メーカー

大手電子部品メーカー【上場】

大手プラスチック成型用金型メーカー

職業能力開発大学校

大手自動車メーカー【上場】

自動制御盤 設計・製造

某国立大学工学部

大手造船メーカー【上場】

大手自動車用金型メーカー

某国立大学工学部

大手重工メーカー【上場】

大手航空機会社

某公立工業高校

大手輸送機メーカー【上場】の先端技術部門

医療機器メーカー研究開発部門

独立行政法人

大手電子機器、セラミック製造メーカー【上場】

軸受保持器メーカー

他多数

センサ・電子部品関連の大手メーカー【上場】

大手自動車金型製造メーカー

大手電子デバイス機器メーカー 【上場】

大手プラスチック部品メーカー

合成繊維・樹脂関連の大手化学メーカー【上場】

大手管楽器製造メーカー

輸送関連の大手産業機器メーカー 【上場】

大手モーター部品製造メーカー

大手エネルギー関連機器メーカー 【上場子会社】

各種チューブ製造メーカー

大手印刷機器製造メーカー【上場】

食品容器製造メーカー

大手光学機器メーカー【上場子会社】

自動組立機の設計製作

精密レンズの大手メーカー【上場子会社】

FA自動機器の設計製造メーカー

セラミック加工メーカー【上場】

某独立行政法人技術研究センター

大手エレクトロニクス関連メーカー【上場】

自動車デザイン開発・製造会社

大手半導体製造メーカー【上場】

大手工作機械メーカー
▲日本国内のOneCNC導入企業をGoogle Map上に赤い点で配置
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OneCNCが選ばれる６つの理由
OneCNCがたくさんのお客様に選ばれている背景には、主に次の６つの理由があります。
がたくさんのお客様に選ばれている背景には、主に次の６つの理由があります。
① 初心者でもすぐに使える明快な操作性

② 低い予算で導入できます

導入したその日から直感的に使用できます。

28万円～88万円の製品価格だけで導入可能。

ウィザード形式で加工定義できるので操作に迷いません。

ソフトウェアのアップデートも無料なのでランニングコスト不要。
各加工機メーカーに対応した標準ポストプロセッサも無料でご
提供していますので、追加費用は不要です。

チュートリアル（例題集）が用意されているので、CAD/CAM初
心者でも独学で習得できます。

③ 高精度＆最先端のツールパス

④ 安心のサポート体制
メールサポートは無料。専門の技術スタッフによる迅速かつ適
確なサポートを行なっています。

３次元モデルの曲面情報（NURBS情報）を損なうことなく読み
込むことができ、独自の特許技術（SMT）で滑らかで高精度な
ツールパス演算が可能。また難切削材の加工や高速加工に最
適なHSMツールパスが標準で搭載されており、工具の負荷を
一定に抑えたツールパスが簡単に作成できます。

販売店からは電話やインターネットによるオンラインでのリモー
トサポート対応も低価格で用意されています。

⑤ オールインワン パッケージ

⑥ 社内全てのPC
社内全てのPCで
PCでCAD/CAM環境を
CAD/CAM環境を

2次元から3次元、4軸/5軸加工まで幅広く対応する一方で、
CADデータの読み込み機能、2次元図面作成機能、ソリッド/
サーフェス両用の3次元モデリング機能、シミュレーション機能、
NCデータ編集機能、NC装置との通信機能まで全てをOneCNC
一つで対応することができます。

ネットワークライセンスにも低コストで対応します。
例えば、シングルライセンス2台分の費用で、同時に10台まで
起動できるネットワークライセンスにできます。これによって社
内の全てのパソコンにCAD/CAM環境を導入できます。

他社製品との比較ポイント
もし他のCAD/CAM製品と比較されるなら・・・
OneCNC

他社のCAD/CAM

１．商品代金以外にランニングコストはかかりませんか？

YES

？

２．商品代金のみで購入することはできますか？

YES

？

３．導入後のメールサポートは無料で受けられますか？

YES

？

４．販売価格は明確ですか？また個人でも購入できますか？

YES

？

５．2台分の価格で同時10台まで使用できるネットワークライセンスはありますか？

YES

？

６．負荷一定の高速加工向けツールパスの作成はできますか？ またそれは標準機能ですか？

YES

？

７．特別な講習を受けなくても使えますか？

YES

？

８．ユーザーフォーラムは用意されていますか？

YES

？

９．ソフトウェアのアップデートは頻繁に行われていますか？ またそれは無料ですか？

YES

？

１０．ポストプロセッサの編集は自分でも簡単にできますか？

YES

？

１１．64bitのネイティブアプリケーションとして動作しますか？

YES

？

１２．３次元モデルも読み込みできますか？（２次元製品の導入をお考えの場合）

YES

？

１３．２次元加工も得意としていますか？（３次元製品の導入をお考えの場合）

YES

？

１４．一体型のCAD機能は含まれていますか？またそれは使いやすいですか？

YES

？

１５．下位のグレードの製品から上位グレードの製品にランクアップできますか？

YES

？

１６．分かりやすいマニュアル、ヘルプ、チュートリアル等の資料が用意されていますか？

YES

？

１７．市販スペックの一般的なパソコンで動作しますか？

YES

？

そのCAD/CAM製品の営業マンに、次の質問をしてみてください。
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OneCNCの実際の操作を動画で見てみよう

▲動画を見る

OneCNCを実際に操作しながら、それぞれの機能についての解説と使い方を動画で説明しています。
見栄えの良いシーンだけを切り取って集めたPR動画ではなく、実際に行われる一連の操作の様子を、できる限りノーカットで
作成していますので、ホームページやカタログでは分からない実際の操作がご覧いただけると思います。
OneCNCを購入検討中の方の参考に、またCAD/CAM導入後の学習用にもご活用ください。

https://onecnc.co.jp/youtube/
※ スマートフォンなどで右上のQRコードを読み取ってもアクセス可能です。

Windowsに準拠した最新インターフェース
導入したその日からすぐに使いこなせる快適な操作性をお約束します。
-Microsoft Office スタイルの最新インターフェース採用
-GUI配色テーマの切り替え（下図）
- 100% Windows準拠の操作性
- カスタマイズ可能なクイックアクセスバーとショートカットキー
- 回数無制限のUNDO（元に戻す）とREDO（やり直し）
- マルチドキュメントによる複数図面の同時操作が可能
-高機能なコマンドマネージャーメニュー
- オートナビゲーション仕様で直感操作の作図機能
- ウィザード形式で分かりやすいCAM工程作成機能
- 多数のレイヤを管理できるレイヤマネージャ
- イラストガイド付きで分かりやすいコマンド入力画面
-マウスをあてた際のツールチップス表示
-3Dマウス(SpaceNavigator)対応
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▲動画を見る

様々なモデル表示で形状確認
3Dモデルを様々な方法で表示し、簡単に形状確認が行えます。
３次元モデルの表示方法は、目的に応じていつでも簡単に切替ができます。
例えば、モデルの見えない側をチェックしながら作業したいときは透明度を与えると
便利です。他にもツールパスの確認や、エッジの作業を行う際には「ガラス表示」で
余分な面を薄く透明表示させたり、スライダーを左右に移動させることで、リアルタイ
ムにモデルの断面を表示させることなども可能です。
いつでも瞬時に切替ができる点がポイントです。

上のようなスライダーをマウスで左右に動かすだけでモデルの断面がリアルタイム
に確認できます。断面の方向も任意の角度に切替ができます。
また、ボタンひとつで断面図を2D形状として抽出することも可能です。

3Dモデルに透明度を与えたり、断面を表示したり、作業の目的に応じて
表示状態をいつでも瞬時に切替えることができます。

便利な計測機能
図面や3
図面や3Dモデル、ツールパスなどの計測が簡単に行えます
NCマネージャーの下に、常に表示されている「情報表示」メニューから、３次元モデルや、
２次元図面の座標や距離、寸法などの情報を簡単に確認することができます。
- 1 要素情報

点: X 座標、Y 座標、Z 座標
直線: 始点座標、終点座標、角度、長さ
円弧: 中心座標、半径、始点角度、終点角度、X 軸に対する角度、Y 軸に対する角度
ソリッド: 重心座標(X, Y, Z)、面積、体積

- 2 要素情報

点と点: 2 点間の距離、X 距離、Y 距離、Z 距離
点と直線: 距離
直線と直線: 角度
円弧中心と点: 距離、X 距離、Y 距離、Z 距離
円弧と直線: 最小距離、中心までの距離、最長距離
円弧中心と円弧中心: 距離、X 距離、Y 距離、Z 距離

- 面積/
面積/外周
- 2 点間情報

始点座標、終点座標、2点間距離、角度、XYZ各成分ごとの差分

- サーフェス面積
- ソリッド情報

最小座標、最大座標: ソリッドの存在する範囲
重心座標:ソリッドの重心
表面積:ソリッドの表面積
体積:ソリッドの占める体積

- 端点情報

グローバル座標、ローカル座標
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本格的な2次元図面が作図できます

▲動画を見る

OneCNCの全ての製品には、直感的な作図を支援するオートナビゲーション仕様
オートナビゲーション仕様
（下記説明）が組み込まれた本格2次元CADが標準搭載されています。
寸法線はもちろん、線色、線種、線幅などの属性を定義したり、レイヤーの管理も
容易で、本格的な２次元図面が作成できます。

【オートナビゲーション仕様について】
オートナビゲーション仕様について】
オートカーソル機能：
オートカーソル機能
座標や要素をマウス操作で直感的に選択できるよう、端
点、中点、中心点、交点、接点などをやさしくナビゲートし
ます。
ダイナミック補助線機能：
ダイナミック補助線機能
マウスカーソル周辺の図形要素を自動的にサーチして、
水平線や垂直線、接線、仮想延長線などの補助線が自
動表示されるので、補助線を作図する手間が省けます。
プレビュー表示機能：
プレビュー表示機能
配置やサイズなどを確定する前に結果が仮想表示される
ので、確定後にやり直すなどの無駄な作業が省けます。

画像や文字フォントをCADデータに変換

▲動画を見る

スキャナーで取り込んだ画像や入力した文字
スキャナーで取り込んだ画像や入力した文字も
や入力した文字も加工できます
OneCNCでは、画像データ(*.BMP *.JPEG *.GIF *.PNG 他)やテキスト文字を読込み、輪郭形状をCADデータに変換
することができます（ラスター/ベクター変換）。意匠デザインや、彫刻加工などに活用の幅が広がります。

①画像データを読み込みます

③ツールパス作成＆
ツールパス作成＆シミュレーションで確認

②CADデータに変換されます
データに変換されます

④NCプログラムに変換
プログラムに変換

①文字を入力します
パソコンに入っているフォントを使用する
ことができます。太さを持ったTrueType
フォントの他、一本線で表現されるライ
ンフォントにも対応します。

②ベクトル(CAD図形
図形)に変換
ベクトル
図形 に変換

③ツールパス作成＆
ツールパス作成＆シミュレーションで確認

一本線で構成されるフォントの場合は、
そのまま一本線の形状線が抽出できま
す。一方、文字幅を持ったTrueTypeフォ
ントの場合は、その外形が抽出されます。

変換されたCAD図形からは、線上を加
工するチェイン加工（彫刻加工）や、ポ
ケット加工、輪郭加工などから、目的に
応じて様々な加工方法が選択できます。
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3次元モデリング機能について
サーフェス・ソリッド融合型の ハイブリッドモデリングシステムを採用
OneCNCではサーフェスとソリッドを融合させたハイブリッド モデリングシステムを採用しています。
これにより、ソリッドモデルをサーフェスで切断したり、フィレットやシェル、ブーリアンなどはソリッドコマンドを
使い、ソリッドモデルでは表現が難しい曲面部分などは、サーフェスコマンドを使うなど、設計者にストレスを
感じさせないモデリング環境をご提供します。

▲ソリッドモデリングの例
▲サーフェスモデリングの例

▲モデリング操作（ブーリアン演算他）の例

外部CADデータの読み込みについて
IGESなどの中間形式の読み込みも得意としています
IGESなどの中間形式の読み込みも得意としています
OneCNCは外部のCADで作成されたIGESなどの中間形式の3次元データの読み込みにも大きな強み
を持っています。特に他のCAMでは扱いづらいような大規模なモデルなども、面落ちなどはほとんど
見られず、きれいに読込むことができます。
また、読み込んだ後も軽快にモデル操作が行えるグラフィック能力における強みもあります。

SolidWorksのソリューションパートナーと
して正式に認定を受けています。

※ 他には、画像データ(*.BMP *.JPEG *.GIF *.PNG 他)も読み込みできます。
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3Dモデルから2D図面を自動作成
3Dモデルから簡単操作で2
モデルから簡単操作で2D図面を自動作成
図面を自動作成
① 3Dモデル（モデリング
モデル（モデリング or インポート）

② 図面化マネージャー（図枠テンプレート、投影図自動作成、設定）

3Dモデルから簡単に2D図面を生成するためのツールとし
て、2D図面化機能が用意されています。
2D図面化機能を使用すると、OneCNCで開いた3Dモデル
を元に三面図やアイソメ図など隠線処理された投影図や
断面図を自動生成し、2D図面として出力することができま
す。
2D図面は、3Dモデルとセットで一つのONECNCファイル
に保存され、ページをめくるように画面の切替が可能です。
また、一旦作成された2D図面は、オリジナルの3Dモデル
との関連性が保たれており、3Dモデルの形状が変更され
た場合も、ボタン一つで2D図面を更新することができます。

関連性維持（モデル修正→図面に反映）

自動陰線処理、図枠テンプレート、縮図、寸法線、
DXF/DWGフォーマットでの出力などにも対応しています。

③ 2D図面自動作成（複数の図面を管理）
図面自動作成（複数の図面を管理）

NURBS情報に基づきダイレクトにツールパス演算
NURBSベースであることの強み
NURBSベースであることの強み
製品設計用３次元ＣＡＤシステムは形状表現にNURBSが用いられており、事実上の標準となっていますが、
多くのCAMシステムでは、モデルを読み込む際に、ポリゴンに変換され、読み込んだ時点で精度が落ちてい
ます。シェーディング処理により画面上では滑らかな曲面に見えても、内部的には下図左のような三角パッチ
平面の集合体です。
加工精度を上げるためには、モデルの読込み時にポリゴンの数を増やす必要がありますが、その影響で極
端に処理速度が遅くなるという問題点もあります。精度を誇るハイエンドなCAMシステムでさえ、内部データ
形式はベジェやB-スプラインであるものが多く、データ受け取り時に近似変換されています。
OneCNCでは、SMT演算技術により、NURBS情報を損なわずそのまま読み込み、 NURBS情報に対してダイ
レクトにツールパス演算を行います。これにより元データの曲面情報を損なうことなくオリジナルの形式のま
ま扱うことができますので、ギザギザのない滑らかで高精度なツールパスが作成できます。

OneCNCと他社製品のツールパスの比較
SMT演算技術により、ガタツキのない滑らかなツール
パスが生成されます。
左はポリゴン形式のCAMで読み込んだもので、すでに曲面ではなくなっています。

上は、OneCNCで読み込んだ状態。

右はベジェ曲面により近似変換するCAMで読み込んだ状態。曲面ではありますが、
コントロールポイントが増大し円弧半径が場所によって違ってしまっています。

設計されたCADと同じNURBSで曲面の情報を保持しているので、綺
麗な曲面を表現しています。コントロールポイントも増大せず、円弧半
径も設計どおり誤差がありません。
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工具負荷を一定に制御するHSMツールパス
高速加工や難切削材の加工に最適です
OneCNCでは、従来から一般的な手法である境界オフセット型のツールパス
に加え、工具への切削負荷を制御しつつ、鋭角な方向転換のない滑らかな
HSMツールパスの選択が可能です。
HSMツールパスでは工具への切削負荷を一定に制御させることができますの
で、より高速な送り速度の指定が可能で、加工時間の短縮に効果があります。
また工具寿命の向上にも大きな効果があります。
冗長なトロコイド加工やツールパスのコーナー丸めなどの従来の手法と比較
しても、切削効率・切削負荷の観点で格段に優れた業界最先端のツールパス
といえます。

▲冷却液を使わなくても
刃物が熱を持ちません。
→工具寿命の延長に

・素材側面に対し常に弧を描きながら側面の皮を剥くように加工を行います。
・送り速度は、切削時(緑色
緑色)、非切削時高速戻り(青色
青色)、早送り(オレンジ色
オレンジ色)が指定可能。
緑色
青色
オレンジ色
青色)では、底面を擦らないようヘリカル動作で微量のリフトアップが挿入されます。
・非切削時高速戻り(青色
青色
・次の位置決め時にZアップするかしないかは、距離や干渉などから自動判断します。
・Z方向への進入が必要な場合は、ヘリカルアプローチの選択が可能です。
・壁際に工具を下ろす際も、壁から少し離れたところから3D円弧で進入します。

HSMツールパス
ツールパス

–

オフセット型ツールパス

事例に見る HSMツールパスの切削条件
▲動画を見る

OneCNCのHSMツールパスを用い
た切削テストは、Youtubeなどの動
画サイトでも多数公開されています。
その一部をピックアップし、切削条
件を一覧表にまとめたのが左の表
になります。
刃数の多い工具で、しっかりと送り
速度を上げて加工しているのが分
かります。
また推奨されるZ切込みピッチと ス
テップオーバーの関係は、下記イラ
ストをご参考下さい。

− 9 −

豊富なツールパス（2.5次元加工）

▲動画を見る

ポケット加工
OneCNCのポケット加工は、従来からよく使われてきたオフセット型ツールパスと、工具の負
荷を一定に制御可能なHSM ツールパスの二種類に大きく分かれます。そしてHSMツールパ
スは、さらにオープン型と閉じ形状型、中心最適化型に分類され、いずれも自動削り残し加工
にも対応します。さらに複数の島残しや、テーパー角度指定による2.5次元加工などにも対応
します。

・幾何学的な単純形状には
オフセット型ツールパス

・工具負荷のかかる
複雑形状にはＨＳＭツールパス

1. オフセット型ツールパス
アプローチは、垂直進入、ヘリカル進入、ジグザグ進入、境界沿い
進入、下穴から選択でき、アップカット/ダウンカット、外から内/内か
ら外 の指定が可能です。

2. HSM ツールパス(閉じ形状
ツールパス 閉じ形状)
閉じ形状

▲ オフセット型ツールパス

・ 真ん中の島だけを残すには
オープン型HSMツールパス

▲ HSMツールパス（閉じ形状）
HSMツールパス（閉じ形状）

工具負荷を一定に制御したHSM ツールパスです。
主に周囲に壁面がある掘り込み加工に使用されます。

3. HSM ツールパス(オープン型
ツールパス オープン型)
オープン型
外側境界線をオープン形状として認識し、境界の外側からの進入
を行います。一部分だけオープンとなった形状にも対応します。

４. HSM ツールパス(中心最適化
ツールパス 中心最適化)
中心最適化

▲ HSMツールパス（オープン型）
HSMツールパス（オープン型）

▲ HSMツールパス（中心最適化）
HSMツールパス（中心最適化）

・複数の加工領域を同時に加工する際も、
領域優先/深さ優先の選択が可能です。

まず最初に中心部分の溝を切削してから、外周形状に沿って工具
負荷一定で側面切削します。ビビりやすい薄壁にも有効な他、リフ
トアップの少ない更に効率的な加工が可能です。

５. HSM ツールパス(ジグザグ
ツールパス ジグザグ)
ジグザグ
ジグザグの動きでポケット領域を加工します。折り返し部で壁面に
残しが出ないように手前から助走することで壁面をきれいに仕上げ
ます。

・下穴処理がされているワークへの加工の際に、
加工開始位置の指定がが可能です。

▲ HSMツールパス（
HSMツールパス（部分
ツールパス（部分オープン）
部分オープン）

▲ HSMツールパス（
HSMツールパス（ジグザグ
ツールパス（ジグザグ）
ジグザグ）

豊富なツールパス（2.5次元加工）

▲動画を見る

輪郭加工
形状に沿った輪郭加工は、自由度が高く
思い通りの加工が定義できます

▲ 通常の輪郭加工

【径補正について】
径補正について】
指定した工具半径分をＣＡＭ側で補正したデータで出力する方法の他に、機
械側の補正（Ｇ41/Ｇ42）を使用する方法が都度選択できます。また、ＣＡＭ側
と機械側の両方で補正を行う方法も選択できます。

▲ 径補正の扱いも全通り

【傾斜切込みにも対応】
傾斜切込みにも対応】
一定Zレベルで切削するか、ヘリカル動作で傾斜切込みをしながら加工するか
の選択が可能です。
閉じ形状だけでなくオープン形状にも対応しています。

▲ 側面からの追い込み輪郭加工
▲ 傾斜切込みによる輪郭加工（右）
▲ テーパー付き2.5次元輪郭加工
次元輪郭加工
テーパー付き

【アプローチについて】
アプローチについて】
アプローチ、及びリトラクトの方法は、直線と円弧の組み合わせで自由に定義
できます。さらに進入点と退出点をオーバーラップさせることもできます。

▲ 部分指定による開いた輪郭加工
▲ アプローチも思い通りに
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豊富なツールパス（2.5次元加工）

▲動画を見る

フィーチャー認識穴加工
ボタン１つで穴情報を自動的に整理します
ＯｎｅＣＮＣでは、穴加工コマンドを実行すると、ソリッドやサーフェスなどの３
次元モデルや、2次元図面上にある円や点などの穴形状から、穴のタイプ
や深さ、穴径、中心座標などの情報（フィーチャー）を瞬時に認識し、穴のタ
イプごとに自動的にグルーピングさせることが可能です。
あとは、ウィザード形式で加工条件を定義するか、予め登録された穴加工パターンを選
択するだけでプログラムが完成です。
使用できる固定サイクルは自由に追加・編集することも可能です。
また制御装置側の固定サイクルを使用しなくても、
CAM側で下のような様々な穴加工パターンを簡単
に定義することができますので安心です。

さらに、モデル情報から自動的に穴のZ高さの値
を取得することができますので、上のモデルのよ
うな段違いの数百個の穴加工も瞬時にプログラ
ミング可能です。

:

豊富なツールパス（2.5次元加工）

▲動画を見る

ねじ切り加工（スレッドミーリング）
ヘリカルカッターによるねじ切り加工（スレッドミーリング機能に対応）
プラネットタップなどを用いたヘリカル動作によるねじ切り加工の専用コマンドが用意されています。
ISOなどの標準規格ネジのデータベースも持ち合わせていますので、定義は非常に簡単です。
内/外ねじはもちろん、テーパーねじ、右手系/左手系ねじなどにも対応します。
使用できる工具は、単歯工具だけでなく、下図のような複数の歯がある工具にも対応しています。

▲ 外径のねじ切り加工

▲ 内径のねじ切り加工
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▲ ISOライブラリ
ライブラリ

豊富なツールパス（2.5次元加工）
チェイン加工・彫刻加工 [2D・
[2D・3D]
作図した自由な線に対してツールパスを作成できます
・作図した形状線をなぞるような感覚で、簡単にツールパスを作成することができます。
・2D平面だけでなく、3D空間に描かれた3D形状線も同様に加工できます。
・CADで作図すれば、その通りに工具経路を作成できますので、文字彫刻や、ケガキ加工はもちろん、
他の加工方法では定義しにくいツールパスなど応用の幅が広い加工方法です。

▲ 2Dチェイン加工
チェイン加工

▲ 傾斜切込みによる溝加工も簡単

▲ 3Dチェイン加工
チェイン加工

豊富なツールパス（2.5次元加工）
フェイス加工
フェイス加工にも豊富なパターンが用意されています
フェイス加工では経路タイプとして、オフセット型、ジグザグ、一方
向の３パターンが用意されています。

(緑色
緑色)切削送り
緑色
(青色
青色)非切削時高速送り
青色
(オレンジ色
オレンジ色)早送り
オレンジ色

アプローチ距離や、オーバーラップ量、ステップオーバー
量などは工具径から割合（％）で指定できます。
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豊富なツールパス（2.5次元加工）
テーパー工具による2.5D
テーパー工具による2.5D加工
2.5D加工
テーパー工具の形状を考慮した
テーパー工具の形状を考慮したツールパス計算に対応
の形状を考慮したツールパス計算に対応
輪郭加工、ポケット加工、3D等高線加工（荒/仕）において、テーパー工具、テーパーボール工具を用いたツールパス計算に対応しています。
彫刻加工やテーパー工具を用いた3D加工などで、ワークに干渉しない加工プログラムが容易に作成できます。

▲ 2D輪郭加工
輪郭加工

▲ 2Dポケット加工
ポケット加工

切り込みスタイルも垂直方向/傾斜方向の指
定が可能で、深さのある加工にも小径工具
で対応できます。

豊富なツールパス（2.5次元加工）
C面取り加工 / R面取り加工
面取り専用コマンドが用意されているので簡単に定義できます
面取り専用コマンドが用意されているので簡単に定義できます
C面取り量（or 斜面の長さ）を数値で指定するだけで、最適な切削深
さとオフセット量を自動的に計算し、簡単に面取り加工のツールパス
を作成できます。
また、計算の基準となる形状の位置として、下図の①、及び②のい
ずれかの選択も可能です。通常、2次元図面では①が基準になりま
すが、３次元モデルを元に加工定義する場合は面取り下段の②の
エッジをそのまま適用することができます。

R面取り工具を使ったR面取専用の加工コマンドが用意されています。
R面取りの専用コマンドなので、工具の形状情報の指定だけで、深さやオ
フセット量などは自動計算されます。
残り代は側面方向と深さ方向の両方で指定出来ますので、荒加工として
追い込みをする場合も簡単です。
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ツールパスの移動/複写/回転/配列

▲動画を見る

多数個取りの機能を活用して工程作成を簡略化
多数個取りの機能を活用して工程作成を簡略化
作成したツールパスを格子状に配列したり、回転コピー、平面コピーすることで、多数個取りに対応します。
複数のワーク座標指定による多数個取りの他、サブプログラムによる多数個取りにも対応します。
複数の工具を用いた工程を複製する場合は、工具交換回数が増大しないように加工の順番が自動的に
最適化されます。
工程編集の際も一箇所だけ変更すれば良いので、プログラミング作業の効率化にも効果があります。
▲切削シミュレーションで確認
工具交換が少なくなるように加工順も最適化されます。

▲一つの領域にツールパスを作成して回転コピー

▲一つのワークに作成した工程を配列コピー

▲同じ形状がいくつも含まれるワークを効率良く加工定義します

3次元モデルからの2次元加工も容易に
３次元モデルのエッジを２次元の加工定義に活用できます
最近では、３次元データがＣＡＤデータの主流になりつつありますが加工
自体は２次元であるといったケースも多いようです。
ＯｎｅＣＮＣでは全ての製品グレードで３次元モデルの読み込みが可能で
す。そして読込みだけではなく、３次元モデルのエッジを利用した様々な
活用方法が用意されています。

断面形状の抽出もボタン一つで

▲動画を見る

３次元モデルから抽出されたエッジや、投影された
形状線は、円弧と直線に近似されていますので、そ
のまま２次元加工に活用できます。
曲面情報をＮＵＲＢＳのまま保持しているので、エッ
ジについても正確な近似が可能なのです。

３次元モデルのエッジを用いた
３次元モデルのエッジを用いた２次元加工も簡単
のエッジを用いた２次元加工も簡単
抽出されたエッジは作業平面や、別のサーフェス、ある
いは単一のＺレベルに投影することができます。

①エッジを抽出

②エッジを平面に投影

円筒状のエッジは平面に展開することもできます。
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③2次元輪郭加工
次元輪郭加工

3次元加工 [荒加工]
効率的で強力な荒加工ロジック搭載
３次元モデルに対する荒加工は、「等高線荒加工」、「走査線荒加工」、「放射状荒加工」、「スパイラ
ル荒加工」、「任意形荒状加工」、「突き荒加工」など豊富に用意されています。
中でも一般的に最も活用機会の多い加工方法は、「等高線荒加工」だと思われますが、ＯｎｅＣＮＣの
「等高線荒加工」は下記のような非常に強力な機能が搭載されています。
▲等高線荒加工

▲放射状荒加工

１）できる限り素材の側面から切込みを試みるオープンHSM
１）できる限り素材の側面から切込みを試みるオープンHSM
オープン型を指定しておくと、素材の側面から進入可能なオープンな部分を見つけ出し、素材の外側から徐々に進入する
ツールパスが作成されます。側面からの進入ができないエリアには、自動的にヘリカル進入に切替えて全体を加工します。

2）工具負荷を考慮した自動削り残し加工
荒加工で削り残した未加工領域を認識し、小径工具にて無駄のない再荒加工が行えます。未加工領域が
閉じた領域であればヘリカルアプローチが適用され、側面からの進入が可能な箇所には、切削済みの空い
たスペースに工具を下ろし側面から徐々に切削します。

▲走査線荒加工

▲突き荒加工

3）補助ピッチの指定で高効率な荒取りロジック
Z切り込みは、通常の切込みピッチに加え補助ピッチを指定することができます。工具刃長が許容する最大
の切込みピッチと、仕上げを考慮したより細かい補助ピッチを指定することで、短時間で仕上げ面に近い荒
加工を行うことができます。

▲スパイラル荒加工

3次元加工 [仕上げ加工]

▲任意形荒状加工

▲動画を見る

形状にあわせて様々な仕上げ方法が選択できます。

深さ方向の切込みピッチは、「等ピッチ」の他
深さ方向の切込みピッチは、「等ピッチ」の他
に、「最大ステップオーバー量」での指定が
に、「最大ステップオーバー量」での指定が
可能です。
可能です。
▲走査線仕上げ
▲走査線仕上げ加工
仕上げ加工

▲等高線仕上げ
▲等高線仕上げ加工
仕上げ加工

▲平坦部仕上げ
▲平坦部仕上げ加工
仕上げ加工

▲ペンシル加工

▲放射状仕上げ
▲放射状仕上げ加工
仕上げ加工

▲スパイラル加工

▲緩斜面加工

傾斜のあるモデルには、「等高線加
工」が最適です。

モデルのエッジ部分を小径のボー
ルエンドミルで仕上げる場合には
「ペンシル加工」が最適です。

▲アンダーカット加工

同心円状のモデルには「スパイラ
ル加工」が最適です。

▲任意形状加工（投影）

▲急斜面加工

▲3Dオフセット加工
3Dオフセット加工

▲スキャロップ一定加工
スキャロップ一定加工

モデルの隅部だけを自動検出して
仕上げるには「隅取り加工」が最適
です。
▲面沿い仕上げ
面沿い仕上げ加工
仕上げ加工

▲隅取り仕上げ
隅取り仕上げ加工
仕上げ加工

▲等高線複合仕上げ加工
等高線複合仕上げ加工
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傾斜部も平坦部も関係なく均一の
ピッチで全体を仕上げるには「ス
キャロップ一定加工」が最適です。

テーパー工具による3D
テーパー工具による3D加工
3D加工
テーパー工具の形状を考慮した
テーパー工具の形状を考慮したツールパス計算に対応
の形状を考慮したツールパス計算に対応
輪郭加工、ポケット加工などの２次元加工の他、3D等高線加工（荒/仕）においても、テーパー工具、テーパーボール工具を用いたツールパス計算に
対応しています。彫刻加工やテーパー工具を用いた3D加工などで、ワークに干渉しない加工プログラムが容易に作成できます。
また、４軸/５軸加工、複合旋盤によるミル加工においても同様にテーパー工具が使用できます。

▲ 3D等高線仕上げ加工
等高線仕上げ加工

▲ 3D等高線荒加工（
等高線荒加工（HSMオープン）
オープン）
等高線荒加工（

3次元加工 [アンダーカット加工]
Tスロット工具、ロリポップ工具による自動アンダーカット加工にも対応
写真のようなロリポップ工具、またはTスロット工具（角R付き/角Rなし）を使用することで、
3軸の等高線仕上げ加工でアンダーカットを含む3D加工にも対応しています。
アンダーカットでの側面侵入量は、工具刃先径とシャフト径の情報から自動計算されます。
また、ワークとシャフトとの干渉は自動回避します。
（シャフト・クリアランス設定も可能)

▲ロリポップ工具

▲アンダーカット加工のツールパス
▲アンダーカット加工のツールパス
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▲アンダーカット加工の実例
▲アンダーカット加工の実例

▲ 5軸等高線加工
軸等高線加工

▲動画を見る

高速自動バリ取り加工

▲動画を見る

マシニング加工後のバリ取り作業を削減
マシニング加工の後工程で手間のかかる作業として、共通して挙げられるのは、
「バリ取り作業」ではないでしょうか。
やはり「バリ取り作業」
「バリ取り作業」
製造現場では、ロボットや専用のバリ取りツールを用いるケースもあれば、
一つ一つ手作業でバリを取っているというケースも依然として多いようです。
マシニング加工終了後に、加工機からワークを取り外すことなく、
ボールエンドミルを用いて大方のバリ取りを行うことができれば、
その後の作業も効率よく進めることができるのではないでしょうか？
OneCNCには、加工効率向上に向けた取り組みの一環として、
3軸加工、及び固定5軸加工で利用することができる
「高速自動バリ取り機能」が用意されています。
「高速自動バリ取り機能」

▲バリ取り量を指定するだけの簡単設定

▲傾斜面にある穴のバリ取り

▲円筒側面にある穴のバリ取り

▲壁面との干渉も自動回避

素材側面から切込むオープン加工
２.５Dポケット加工では、外周境界をオープンと認識させることができます。また部分的に切
り欠きがあるような形状では、2D輪郭加工に荒加工量を指定することで、オープン加工の
ツールパスが生成できます。
一方、３D等高線荒加工では、３Dモデル自体に側面から進入可能なオープン部がある場
合に、これを自動的に判断して素材の側面から徐々に進入するツールパスを作成すること
ができます。
ワークの上部ではなく側面から切り込みをさせたい凸形状の加工に最適です。

▲外周が全て開いたオープンポケット

▲部分的な切り欠きは、輪郭荒加工が便利

▲開口部から進入すオープン
▲開口部から進入すオープンHSM
進入すオープン
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▲開口部が複数あっても問題ありません

ストック・削り残し自動認識による再荒加工
未加工領域の判定は、ラジアス工具のR尻
や、ボール工具でのカスプハイトなども削り
残し部として正確に判定します。

切削負荷を考慮した「ストックからの加工」「削り残し加工」を搭載
・ 素材形状を3Dモデルで用意すれば、ストックモデルを認識した無駄のない荒加工が可能です。
・ 荒加工で取り残した箇所を自動判断し、該当部分のみを小径工具で再荒加工が可能です。
・ 2Dポケット加工、3D等高線荒加工、3D平坦部仕上げで使用可能です。 （HSMクローズ/HSMオープン）
・ 素材の側面から未加工素材との接触を避けながら(隙間を空けて)3D円弧でアプローチします。
・ 側面から進入できないエリアは、自動的にヘリカル進入にて切り込みます。
・ ストックからの加工、削り残し加工には切削負荷を考慮したHSMツールパスが適用されます。

▲ 3D加工の例
3D加工の例 ： φ25 Flat

→

φ15 Ball

→

φ5 Ball

▲ 2Dポケットの例
2Dポケットの例 ：

φ10

→

φ5

→

φ2

素材形状を3Dモデルで用意すれば、ストックモ
デルを認識した無駄のない荒加工が可能です。

４軸加工・割出５軸加工

▲動画を見る

OneCNCは4軸/5軸のプログラミングが可能な多軸オプションを用意しています。
角度割出しによる、固定4軸/5軸加工に加え、同時4軸加工、円筒巻きつけ加工などが、グラフィカルな操作に
より誰でも簡単に扱うことができます。
さらに加工機の回転/傾斜テーブルなどを含めた加工機の動作をシミュレーションすることができるので安心です。

▲第4軸が
軸が傾斜
軸が傾斜した加工機
傾斜した加工機にも対応
した加工機にも対応

▲4軸割り出し加工
軸割り出し加工

▲5軸割り出し実加工例
軸割り出し実加工例

▲同時4軸加工
▲同時 軸加工

▲加工機シミュレーションにも対応
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▲4軸円筒巻き付け加工
軸円筒巻き付け加工

▲動画を見る

完全自動型の同時５軸加工
ホルダ干渉も自動回避する完全自動型の同時5
ホルダ干渉も自動回避する完全自動型の同時5軸加工
同時5軸オプションの活用により、突き出しの短い刃物で高低差のあるモデルの加工を行う場
合や、アンダーカット部のあるモデルなど、従来の３軸加工では対応できなかった加工が可能
になります。
従来のCAMシステムで同時5軸のプログラミングを行う場合、回転や傾斜によってホルダやマ
シンヘッドが干渉しないように境界線や諸条件を調整するなど、オペレーターの技量が極めて
重要でソフトウェアの操作も非常に煩雑でした。

▲ 高低差のあるモデルに有効

▲ アンダーカットにも対応

このためプログラミングミスをチェックする為、数百万円もするマシンシミュレーターソフトの併
用が欠かせず、トータルでみても非常に高コストな予算が必要でした。
OneCNCの同時5軸機能では、ツールパスを計算する際に、工具の刃長やホルダ形状、マシン
ヘッドなどの形状も考慮し、自動的に干渉を回避するツールパスを生成します。
また正確なシミュレーション機能も備えていますので、加工結果も容易にチェックできます。
また、CAMでの加工定義も従来の３軸加工と共通の操作ですので、導入してすぐに同時5軸
のプログラミングが可能です。

・走査線加工 ・等高線加工 ・ペンシル加工 ・放射状加工

・スパイラル加工 ・任意形状加工

・緩/急斜面加工

▲ ホルダが干渉する場所は、手前からの滑らかな軸変異動作で自動回避

▲ 工具ホルダの設定画面

▲ 同時５軸による
同時５軸による加工事例
による加工事例

スワーフ加工(同時5軸)

▲動画を見る

高いレベルで自動化を実現した強力なスワーフ加工
「スワーフ加工」とは ：
工具の側刃を使用して曲面に沿った加工方法のことで、アンダー部の加工にも対応できることからインペラの羽
根部などの特殊用途を例に紹介されることが多い。しかしテーパー壁や3D面取りの加工においても、ボールエ
ンドミルでの削り出しの代わりに、「スワーフ加工」を使用することで、短時間で綺麗な加工面が得られることか
ら、その活用の幅は意外に広い。
▲ インペラの羽根部の加工に

●レール形状不要の「スワーフ加工」
加工したいサーフェスを順番にマウスで選択することで対象面の指示ができるシンプルな
仕様で、レール形状は不要
レール形状は不要で、まるで2D
2D輪郭加工のイメージでプログラミング
レール形状は不要
2D輪郭加工のイメージでプログラミングできます。さ
輪郭加工のイメージでプログラミング
らに、工具の傾きや深さ、分割ピッチ、周辺サーフェスとの干渉回避など、多岐にわたる項
目において高い次元で自動化
高い次元で自動化されています。
高い次元で自動化

▲ 滑らかなアプローチ/リトラクト
滑らかなアプローチ リトラクト

刃先位置（深さ）については、選択したサーフェスの情報から自動的にコントロールされます
が、少し刃先を貫通させたい場合や手前で止めたい場合などは、サーフェス下端からの行
き過ぎ量を指定することで思い通りに調整することができます。
また底面にサーフェスがある場合などは工具が接触しないよう自動的に深さがコントロール
されます。さらに複数回に分けて切り込む場合は、滑らかな加工面に仕上がるように深さ方
向に自動的にモーフィング処理
モーフィング処理（右画像）が施されます。
モーフィング処理

▲ 3D面取りにも最適
面取りにも最適
▲ 深さ方向へのモーフィング処理

使用できる工具としては、ボールエンドミル、フラットエンドミルの他、テーパー付ボールエン
ドミルにも対応しています。テーパー工具を用いることで、工具軸の傾斜を抑えることができ、
結果として短い工具長で安定して加工できるメリットがあります。
また、三次元円弧及び直線でのアプローチ
アプローチ/
アプローチ/リトラクトを付けることができ、ワークに対して
リトラクト
常に滑らかに進入/退出を行えるよう工夫がなされています。
▲ テーパー付ボール
エンドミルにも対応
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▲ テーパー壁の加工にも最適

リアルな切削シミュレーション
干渉チェック機能を備えたリアルな切削シミュレーションで、
干渉チェック機能を備えたリアルな切削シミュレーションで、
加工プログラミングのミスを未然に防ぐ
NCマネージャーからシミュレーションを実行することで、指定した加工条件から思い通
りの加工結果が得られるかグラフィカルに確認することができます。
▼シミュレーション機能の主な特長
- 切削面の表現は、STLベースではなくサーフェスによる忠実な表現をしており、極めて高精細な検証が可能です。
- シミュレーション中も軽快に回転、移動、拡大ができ、あらゆる角度から検証が行えます。
- シミュレーション途中でもスライドバーの調整で自由に断面を見ることができます。
- シミュレーション途中でも未加工領域を色分けで見ることができます。
- シミュレーションスピードは実時間から100倍速まで選択可能でシミュレーション途中にも調整できます。
- ステップ送りでひとコマずつ動きをチェックすることも可能です。

▲ホルダやシャンクとの干渉
▲ホルダやシャンクとの干渉
チェック機能で事故ゼロ

- 任意形状の工具ホルダを表示させながらシミュレーションが可能です。

▲断面比較により未加工領域や
仕上がり具合が一目瞭然

- 素材に対して刃物が早送りで衝突した時に警告を出し、一時停止させることができます。
- 素材に対して工具ホルダやシャンク部分が衝突した時に警告を出し、一時停止させることができます。
- シミュレーション途中でも工具ホルダや工具形状の透明度を切り替えることができます。
- 形状線を表示させた状態でシミュレーションを実行させることができます。（2次元加工に効果的）
- 工具ごとに変わる切削面の表示色についても様々なカラーパターンが用意されています。

▲未加工エリアを色分けで表示

▲多面加工にも対応

- シミュレーション素材には、任意の境界線に厚みを指定した素材（複数の境界線も可能）が使用可能です。
- シミュレーション素材には、ツールパスの存在範囲にオフセット量を指定した簡易的な直方体素材が使用可能です。
- シミュレーション素材には、 3次元ソリッドモデルを指定した任意形状の素材が使用可能です。

▲スキャロップ高さまで表現

ツールパスの計測、加工プレビュー
ツールパスを計測することで正確な情報が得られます
一般にツールパスは表示するだけのシステムが多いようですが、OneCNCでは、
ツールパスをバックプロットすることで、図形と同じように計測を行うことができます。
理想どおりのピッチで刻まれているか、あるいは期待するZレベルまでパスが作成さ
れているか、など３D空間上に表示されるツールパスの情報を正確にチェックすること
ができます。

工具の動きをチェックするには加工プレビューが便利

▲ツールパスの計測の様子

素材が切削される様子をチェックするシミュレーション機能とは異な
り、早送りやアプローチなどを含めて工具の動きを自体をチェックす
るための機能が加工プレビューです。
加工プレビュー では3Dモデルの上を工具が動き、同時にツールパ
スを線画で描画していきます。
また4/5軸加工や複合旋盤などの場合は、加工機側のテーブルの
回転や傾斜の動作を表現させることができます。

▲加工プレビューの様子
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▲透明度の切り替えが可能

工具リスト、材料データの登録について
あらかじめ工具リスト・材料リストを作成しておくことができます
工具タイプ別に整理された工具リストを自由に作成、編集することができます。
工具ホルダの形状を設定しておくと、シミュレーション時に一緒に表示させることができます。
また、工具リストとは別に材料リストが用意されており、選択された工具に最適な主軸回転数と、送り
速度を自動計算させることも可能です。
さらに、ライブラリ切替えが可能なので、工具リスト、ホルダリスト、材料リストは、オペレータや機械ご
とに別々に管理することもできます。
▲材料リスト

ホルダ形状は、シミュレーション時に視
覚的に干渉チェックを行う目的の他、
同時5軸加工では、最初からホルダ干
渉を回避したツールパスを作成するた
めにツールパス演算の段階で内部的
に使用されます。

▲工具ホルダの作成
▲工具リスト

複座なホルダ形状もパラメータだけで簡単に
設定することもできます。

工具リストは工具種別ごとに整理され、簡単に編集することもできます。

イラストつきのウィザードメニューで迷いません
加工定義のメニューは対話式のようなウィザード形式となっていますので、
初めての方でも直感的な操作が可能です。
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加工工程を管理するNCマネージャー
定義済みの加工工程を管理します
定義済みの加工工程を管理します
NCマネージャーには作成された加工工程がツリー状に表示されます。

NCマネージャー
NCマネージャー

右クリックメニューにより、NCデータ出力や、工程編集、シミュレーションなど様々な
コマンドが実行できます。また、複数の加工工程が管理しやすいように、以下のよう
な様々な工夫がされており、非常に使いやすいものとなっています
-

加工工程をクリックすると、該当するツールパスが表示され、加工内容が直感的に把握できます。

-マウスのドラッグで、自由に加工順を並び替えることができます。
-NC出力やシミュレーションの際に必要のない工程をマウスクリックでON→OFFの切り替えができます。
-加工工程をグルーピングして整理したり、工程名やグループ名も自由に変更できます。
-工程やグループの複製や削除ができます。
-工具番号や補正番号、ワーク 座標、早送り高さ、回転数、送り速度、クーラントコードなどは
ツールパスを再計算しなくてもNCマネージャー内で簡単に数値変更できます。

工程テンプレートを活用して、類似形状への加工定義や作業のマニュアル化に有効です
工程テンプレートを活用して、類似形状への加工定義や作業のマニュアル化に有効です
・工程作成時の設定をお気に入りとして保存し、後で同様の加工を行う際に呼び出すことができます。
・保存されたテンプレートは、不用意に変更されないようにロックをかけることができます。
・最近使用した加工条件は常に最近の履歴として保存され、簡単に再利用できます。
・特定の加工条件を繰り返し使用する場合に有効です。
・オペレーターや機械ごとに異なったテンプレートを作成することができます。

作業指示書の自動作成
加工時間や、使用した工具情報が一覧に表示されます。
加工工程が終了したら、ボタンひとつで右のような作業指示書を自動作
成することができます。
一ページ目には 加工担当者の段取りに必要な使用工具の一覧が記載
されるほか、ワーク形状や加工原点位置などもイラストで表示されます。
また各工程別に、加工時間や使用する工具の情報、回転数、送り速度、
補正番号、さらに最大加工深さなどの情報が詳細に記載されます。
作業指示書に出力される項目は、必要に応じて項目ごとに表示/非表
示の切り替えが可能です。
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ポストプロセッサは簡単に編集できます
加工機メーカーが異なれば、 GコードやMコードなどNCデータの形式も異なります
が、OneCNCでは、ポストプロセッサと呼ばれる設定画面で、加工機別の出力設定
を行うことが可能です。一般に多くのCAD/CAMシステムでは、ユーザー自身によ
るポストプロセッサの編集を許可していないケースが多く、ユーザーにとっては導
入コストの引き上げに繋がっていました。
一方、OneCNCではユーザー自身で設定/編集が可能なインターフェイスを用意す
ることで、NCデータを理解されているユーザー様であれば、自分自身でも簡単に
設定を行うことができます。
また、ユーザーサイトや、インストールCDには、標準ポストとして、国内の主要加
工機メーカーのポストプロセッサを標準で提供していますので、導入してすぐに運
用を開始していただくことも可能です。

▲標準ポストの例

▲ポスト設定画面

２軸旋盤加工-加工コマンド

▲動画を見る

豊富な加工コマンドで思い通りの加工を
OneCNCは、一般的な旋盤加工に使用される加工コマンドが多数用意されています。OneCNCの旋盤加工メニューより、
希望する加工コマンドを選択し、必要な加工条件を入力することで、誰でも簡単に旋盤用プログラムが作成できます。
ウィザード形式で分かりやすい加工定義

細やかな条件設定で思い通りの旋盤加工が可能

加工定義の操作は全てウィザード形式を採用していますので、入力画面の指示に従って、順番
に必要条件を設定するだけで誰でも簡単にNCプログラムを作成することができます。

▲助走/行過ぎ量の指定が可能

▲端面加工の設定画面

▲ウィザードメニューには、入力内容に応じて切り替わるイラストが表示
されており、 初心者でも迷うことがないように工夫されています。

3次元モデルもそのまま活用できます
３次元モデルが用意されている場合でも、フィーチャー抽出コマンド
により、旋盤の外形形状を簡単に抽出することで、すぐに加工プログ
ラミングを開始することができます。
▲突切り加工の設定画面

▲溝加工の加工方向も思い通り
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▲複数の領域の加工順指定

２軸旋盤加工-プライムターニング
サンドビック社の提唱するプライムターニング（逆引き加工）に対応
旋盤加工における革新的な加工方法として注目されているプライムターニング
プライムターニングに対応しています。
プライムターニング
プライムターニングとは、サンドビック社が提唱する全く新しい加工方法で、端的に言うと「逆引き加工」という意味です。
例えば外径加工の場合、端面側からチャックの方向に向かって加工するのが一般的ですが、プライムターニングでは下記
のようなコロターンプライム専用工具を用いて、チャック側から端面方向に向かって逆方向に旋削加工を行います。
低い切り込み角で加工することで、切りくずを薄く良好な状態に保ち、また送り速度をアップさせることにより、従来型の加工
方法に比べて加工時間を約50％削減することが可能な高効率加工が実現します。

ウィザード形式で分かりやすい加工定義
また、プライムターニングではチャック側から加工を開始しますが、切り込み時には、右図②のように、
減速した送り速度での円弧切り込み動作をつけることが可能で、切り込みの段階でのチップへの負
荷を軽減させることが可能です。
プライムターニング用に開発されたサンドビック社のコロターンプライム工具は、全方向への加工が
可能となっています。詳細は、サンドビック社のホームページをご覧ください。

２軸旋盤加工-任意の素材形状を指定可能
任意の素材形状を指定して無駄の無い荒加工が可能
荒加工（内径/外径）では、CADで自由に描いた形状を素材形状として指定することが可能です。
これにより無駄なエアカットのない高効率な加工が実現します。

尚、素材形状は加工工程を作成する都度、自由に指定し直すことが可能ですので、
前工程の加工残し部分を指定して再荒加工する場合にも活用できます。
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▲動画を見る

２軸旋盤加工-チップとホルダーの設定
チップ形状やホルダ形状は用意されたパターン形状から容易に作成できます
あらかじめ用意されたチップ形状のパターンを選択し、ノーズRや、リード角度、チップのサイズ、厚みなどを数値指定することで、
どのような工具形状でも容易に工具定義が可能です。Sandvik社のPrime工具のホルダー/チップにも対応

▲チップの種類
▲工具リスト

▲工具ホルダの定義

旋盤加工-シミュレーション
高度なシミュレーション機能を搭載
作成した工程は、3D切削シミュレーションや2D断面シミュレーション、ツールパスのプレビュー機能、ツールパスのバックプロット機能
など様々な方法で確認することができます。またシミュレーション途中に自由に断面を表示させることも可能です。さらに３Dモデルが
あれば、体積比較が可能で未加工領域が色分けされ視覚的に確認することができます。

▲2Dシミュレーション

▲断面表示で内径加工もしっかり確認

▲未加工領域の色分け表示

▲2D断面ビューで図面との比較

▲ツールパス

工具・ホルダの干渉チェック機能を搭載
工具・ホルダの干渉チェック機能を搭載
工具ホルダが切削中のワークに干渉する場合、また早
送り移動でワークに接触する場合に、シミュレーション途
中で警告メッセージが表示され干渉した箇所をハイライ
トします。

▲内径加工で工具ホルダの背面がワークに干渉
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▲溝加工で工具ホルダの肩がワークに干渉

プレビュー

複合旋盤加工

▲動画を見る

グラフィカルな操作で複合旋盤プログラミング

Y軸加工

OneCNCの旋盤製品に この複合旋盤オプションを追加することで、旋盤加工とミル加工を組み合
わせた一体のプログラムを作成できるようになります。

C軸周りに任意の加工平面を選択
し、その平面上に通常のミル加工の
ツールパスを作成することで、加工機
のY軸可動幅を用いた加工に対応し
ます。キー溝のなどの加工に最適で
す。

複合旋盤向けのCAMシステムの多くは、操作の難しさと、チェック機能が不十分であることからく
るツールパスへの不安、そして高価な導入コストという３つの課題があります。
そこで、OneCNCは、グラフィカルなインターフェースを活かし、ミスのないプログラムが誰にでも
簡単に作成できるようシンプルな操作性を採用しています。
C軸端面加工

B軸加工

C軸側面加工
端面に対してC軸制御でミル
加工を行います。例えば
FANUC準拠の極座標補間
（G12.1 G13.1)や、OSPの
座標変換(G137 C0)を使っ
た 端 面 創 成 加 工
(G101,G102,G103) な ど
にも対応しています。

ワークに対して任意の方向に加工平
面を選択し、その平面上に通常のミ
ル加工のツールパスを作成することで、
加工機のB軸を旋回した傾斜面への
割り出し加工に対応します。

展開平面上で加工定義するだけで自動的に円筒
形状への巻き付けの加工定義が行えます。
円筒側面へのポケット加工や彫刻加工、穴加工な
ど様々な用途に活用できます。

斜め穴など斜面への加工に有効で
す。

例えばFANUC準拠の円筒補間(G07.1,G107)
や、OSPの側面創成加工(G132,G133)などに
も対応しています。

C軸走査線加工
指定した角度ピッチで刻みながらC軸
を回転させ、ソリッドモデル、及びサー
フェスモデルに対して走査線加工を
行います。
円筒側面の3D曲面への加工などに
有効です。

ワイヤー放電加工
ワイヤー放電加工特有のプログラムが容易に
OneCNC WireEDMは、2次元図形や3次元モデルに対して、4軸加工や複数回カットなどに対
応したワイヤー放電加工特有のNCデータを作成することができるシステムです。
豊富な加工条件設定
* ダイ加工

カット回数、カット方向、カットごとの電気条件、切り残し量、
戻り高さ、切り落とし高さ、切り落とし回数の指定が可能で
す。

* パンチ加工
* オ－プン加工

また、アプローチの直線・円弧の設定、切り落とし部のプ
ロ グ ラ ム ス トッ プ ・ オ プ シ ョ ナ ル ス トッ プ 、自 動 結 線 の
ON/OFFコードなどの設定ができます。

* 閉じ形状加工
* 円スパイラル加工

径補正は、「自動」、「なし」、「機械側（G41/G42）」の３つ
のタイプから選択できます。

* コアレス加工
* テーパー加工
* 上下異形状加工

電気条件については、機械、ワイヤー径、材質、板厚、
カット方法やパス回数に合わせた電気条件コードを登録、
呼び出し、設定することで、パス先頭部に電気条件コード
を出力できます。

* チェインカット

上下異形状加工にも対応
上下異形状加工に対応しています。ワイヤーフレームを
用いる場合に必要なのは、上下の2次元形状とその対応
関係を示すガイドラインだけです。一方、ソリッド/サーフェ
スなどの3Dモデルがある場合も、そのまま加工工程を作
成することが可能で、特に断面要素数の多い場合に大き
な効果を発揮します。

▲3Dモデルから

▲ワイヤーフレームから
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プロファイル加工（レーザー・ウォータージェットなど）
強力なネスティング機能が特長のプロファイル加工
レーザー、ウォータージェットなどのシートものの切断加工に最適。閉じ形状やオープン形状など
の基本的な加工プログラミングはもちろん、強力なネスティング機能まで備えたオールインワン
パッケージです。

プロファイル加工特有の加工条件設定
閉じ形状やオープン形状に対する
ツールパス作成機能はもちろん、強力
なネスティング機能を備えています。
さらに、加工条件については、パーツ
の落ち込みを防ぐ為のタブ機能や、
コーナー自動処理、自動アプローチ、
下穴処理などプロファイル加工特有の
機能をご用意しています。

強力な自動ネスティング機能

▲ネストパーツ取り込み画面

自動ネスティング機能を使うと、隙間を最小限にしたネスティングを容易に行うことができ、歩留まり
効率の良い最適なシートを簡単に生産することができます。
また、ネスティングを実行する際には、パーツやシートの隙間距離や、個々のパーツの回転許容
角度などはもちろん、アプローチやリトラクト、コーナー処理といったツールパスの為の情報まで指
定することができます。

小回りの効く手動ネスティング機能
また、少ないパーツを最適な場所へ移動させ
る場合や、自動ネスティングを行なった後、一
部のパーツを指定の場所に移動させる場合
は、手動ネスティングを使用します。
▲自動ネスティング実行例

手動ネスティングでは、パーツやシートとの干
渉を回避しながら、マウス操作で自由にパー
ツを配置させることができます。
▲手動ネスティング実行例

ネットワークライセンスのご提案
社内全てのパソコンにCAD/CAM
社内全てのパソコンにCAD/CAM環境を！
CAD/CAM環境を！
OneCNCをネットワークライセンスで導入いただくと、ライセンス管理ソフトが
インストールされた一台のPC（サーバーPC）にUSBライセンスキーを接続し
ておくことで、同じローカルネットワーク（単一ルーター内）にある各クライア
ントPCからOneCNC を起動することができます。
さらに、OneCNCのネットワークライセンスは、他に類を見ない驚くほどの
リーズナブルな価格設定がされています。
例えば、１０台同時使用が可能なライセンスが、
単体製品２台分のご予算で導入できます。
例）Mill Express (28万円)を10台のPCで同時運用する場合
⇒ 28万円×2 = 56万円

Mill Advantage (48万円)を10台のPCで運用する場合
⇒ 48万円×2 = 96万円

※サーバーPCとクライアントPCは同じローカルネットワーク内にある必要があります。
※サーバーPCもクライアントPCとして使用することができます。

※ネットワー クライセンス（10台同時使用）を複数購入いただくことで、
10台を超えるライセンスにも対応できます。
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アップデート無料でランニングコスト不要
非常に早いスピードで開発が進められています
OneCNCは非常に速いスピードで開発が進められており、これまでも約1ヶ月に一度のペースでアップデート版がリリースされてい
ます。これにはユーザーから指摘のあったバグ修正の他、新機能の追加や様々な改良項目など、非常にたくさんの更新が含ま
れています。そしてこうしたアップデート版は、全てのユーザーに向けて無料で配布されているもので、ユーザーサイトから自由に
ダウンロードすることが可能です。

OneCNCの開発の歴史について
以下は、1983年以来 継続されてきたOneCNCの開発の歴史をまとめたものです。

2006 OneCNC Poland 設立
2006 OneCNC Japan 設立

当初より堅実に、そして着々と開発が行われてきた事実をご覧下さい。

2006 OneCNCXR2 (100以上の機能更新)
2006 OneCNC Mexico 設立
1983 社内向け2.5次元加工CAMを開発

1995 CAD/CAM Version 11 リリース(Windows 95 32bitアプリケーション )

1983 CAMを用いたCNC旋盤加工を開始

1996 CAD/CAM Version 12 リリース(Windows 95 全加工)

1983 CAMを用いたCNCマシニングセンターによる加工を開始

1997 CAD/CAM Version 14 リリース(全加工)

1984 社内向けに、機能限定の3次元加工CAMを開発

1998 CAD/CAM 98 for Windows 98 開発 (初のWindows完全対応)

1984 3次元CAMを用いた加工を開始

1998 CAD/CAM 98 for Windows 98 リリース (初のWindows完全対応)

1985 サーフェス・メッシュ加工に対応した3次元CAMを開発

1998 OneCNCを完全なハイブリッド・モデリングシステムとすることを決定

1985 3次元パターン、ダイ加工を開始

1999 ソリッドベースの新製品OneCNC2000 開発開始

1985 AutoCADとLISPで連携する社内向けCAMを開発

2000 ソリッド対応のOneCNC2000用OpenGL機能の開発

1986 ロボットによる工作物自動装填ロボットに対応する社内向けCAMを開発

2000 ソリッド対応のOneCNC OpenGL シミュレーションを開発

1987 パレットプールラインを制御する、3次元CAMを開発

2000 OneCNC用サーフェス・ソリッド ハイブリッド・モデリング機能を開発

1987 CNC旋盤用の社内向けCAMを開発

2000 OneCNC用ソリッド・ダイレクト・ツールパス演算機能の開発

1987 多種パレットに対応したパレットプールラインを制御する社内向けCAMを開発

2000 OneCNC2000 リリース(Windows 2000 、Windows NT)

1988 CadKeyと連携しする3次元サーフェス加工用CAMを社内向けに開発

2000 OneCNC USA設立 (2001年初めに初出荷)

1988 3次元サーフェスCAMを用いた加工を開始

2001 OneCNC2000 for Windows ME リリース

1989 社内向けCAD/CAMを社外のユーザー向けに開発を行うことを決定

2001 OneCNC Germany 設立

1990 社外向けの、第1世代のCAD/CAMをVersion 2としてリリース(386 DOS版 3D)

2002 OneCNC2000 for Windows XP リリース

1991 CAD/CAM Version 3 リリース(DOS ミル,旋盤)

2003 OneCNC UK 設立

1992 CAD/CAM Version 4 リリース(DOS ミル,旋盤,ワイヤー)

2003 OneCNC2003 for Windows XP リリース

1992 CAD/CAM Version 5 リリース(DOS ミル,旋盤,ワイヤー,タレパン)

2004 OneCNCXP フィーチャー認識穴加工開発

1992 CAD/CAM Version 6 リリース(DOS ミル,旋盤,ワイヤー,タレパン,プロファイル)

2004 OneCNCXP リリース リアルタイム切削シミュレーション開発

1992 CAD/CAM Version 7 リリース(DOS 拡張メモリ対応 全加工)

2004 OneCNCXR用にOpenGL GUI を開発

1992 CAD/CAM Version 8 リリース(Windows 3.1 全加工)

2004 OneCNCXR リリースCAD/CAM (ソリッド表示にフル対応)

1993 CAD/CAM Version 9 リリース(3Dサーフェス加工)

2004 OneCNCXR for Windows XP2 リリース

1994 CAD/CAM Version 10 リリース(Win32 全加工)

2005 OneCNC Denmark 設立

1994 プロファイル加工用CAD/CAM開発(Win32)

2005 OneCNCXR2 リリース

1994 プロファイル加工用CAD/CAMリリース(Win32)

2005 OneCNCXR2用4軸加工、5軸加工機能を開発

2006 OneCNCXR2 Wire EDM リリース
2007 OneCNC Benelux (@オランダ)設立
2007 OneCNCXR2 for Windows Vista リリース
2007 OneCNCXR3を開発(NCManagerの更新など、多くの機能改善)
2007 OneCNCXR3 HSMツールパス、自動削り残し加工を開発
2008 OneCNCXR3 多種多様な新機能を追加
2008 OneCNCXR3 ミル・ターン 開発中
2008 OneCNC Ireland 設立
2009 OneCNCXR3 複合旋盤オプションリリース
2009 OneCNC France 設立
2009 OneCNC 新型シミュレーションエンジンの搭載
2009 OneCNC Korea 設立
2009 同時5軸オプションの開発
2009 多数個取り機能の開発
2009 OneCNC Dubai 設立
2009 スレッドミーリング機能を開発
2010 多くの新機能を搭載したOneCNC XR4をリリース
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2010 DXF/DWGなどの2次元図面データの外部CADとの互換性を強化
2012 OneCNC XR5をリリース（GUIを大幅改良）
2013 同時5軸 スワーフ加工に対応
2014 OneCNC XR6 リリース（完全64bit対応など）
2017 OneCNC XR7 リリース（Active Cut Technology/高効率加工を推進）
2019 OneCNC XR8 リリース（Industry4.0）
2020 高速自動バリ取りツールパスをリリース

