MAKINO KE-55 用 NC データの接続と応用
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はじめに
購入から数年が経過し古くなってきたＮＣフライス（MAKINO KE- 55）を効率的に活用するには、メモリ
量の不足や加工用プログラムの作成などで問題がある。特に、大学では特殊形状の加工が求められることが
多く、形状が３次元曲面のように複雑になってくるとデータ数が増えて加工プログラムの作成や入力に時間
がかかる、さらにはメモリにすべての加工プログラムが収納できないということが生じる。そこで、テープ
リーダ接続用としてＮＣフライスに付属している通信用インターフェースの RS-232C（EIA232）を使用して、
外部よりＮＣデータを送信して加工ができないかカスタマイズ化を試みた。３次元曲面の製作を加工サンプ
ルとし、ＮＣデータの作成には次の２種類を試みた。①BASIC を用いて座標計算をおこなわせ、ＮＣ用加工
データを作成すると同時に、そのデータを逐次ＮＣフライスに送信しつつ加工する方法。②３次元 CAD/CAM
で作成したＮＣデータを、変換プログラムを通してＮＣフライスに送信しつつ加工する方法。その結果、い
ずれの方法でも通信のフロー制御により、ＮＣフライスのメモリ容量に関係なく加工が可能になったので以
下に紹介する。

ＮＣフライス概要と制御
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1.1

ＮＣ概要

一般に MAKINO-KE55 を含むＮＣフライスを駆動させる方法としては、ディスプレイ付操作盤上での手動
操作によりＧコードを入力し、ＮＣデータを作成することを基本としている。作成されたＮＣデータは機械
内部のメモリに書き込まれ、これを呼び出して運転・加工を行うのが一般的である。我々が購入した
MAKINO-KE55 のメモリ量は、テープ長で８０ｍ分（メモリ増設は可能だが非常に高額である）しかなく、
仮にメモリ運転した場合５０mm の長さを５０μm で刻んで加工すると１０００ステップ程度でメモリがな
くなることになる。
これに対して、外部入力運転モードはＮＣデータを直接メ
モリに書き込まずに、外付けした装置から通信機器を通じて
ＮＣデータを送信して一時的にバッファ内に格納して順次処
理する運転方式である。この方式で運転をおこなうには
RS-232C インターフェースなどの外部入力端子が必要である
が、本機ではテープリーダ、ＦＤ装置接続用として１ポート

表 1. 外部入力運転仕様
仕様
制御機
最小入力単位
使用コード
ＤＮＣ運転

機能
FANUC
プロフェショナル JN
0.001 mm
EIA/ISO 自動判別
可能

付属している。尚、外部入力運転仕様を表１に示す。
1.2

通信と制御機のパラメータ設定

ＮＣフライスとパソコンの間を RS-232C インターフェースで接続して外部入力運転を行うには、ＮＣフラ
イスとデータを供給しようとする装置との間で通信パラメータを予め設定しておかなければならない。パラ

表２．設定したパラメータ値
ボーレート
パリティチェック
Ｘパラメータ
データビット長
ストップビット長

９６００bps
偶数パリティ
XON/XOFF
７ビット
２ビット

図１．通信プログラム

メータの設定項目としては、ボーレート、データ長、パリティ、ストップビット長があり、今回ＮＣフライ
ス側でパラメータが固定されているので合わせる必要がある。表２に設定したパラメータ値を、図１に
Visual-Basic よる通信プログラム[1]の一部分を示す。
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加工サンプル形状および加工条件

加工サンプルには、ＮＣ工作機械の切削テスト材料として使
用されるマシナブルワックスを使い、形状は図２に示すように
Ｘ－Ｚ平面における放物線をＹ軸方向に平行挿引した３次元の
曲面を有するものである。これは、以前に蒲鉾型電極の側面形
状の製作依頼を受けた際のものである。工具はフラットエンド
ミル１２mm を用い切削条件は表３に示す。加工方法は Y 軸ス
キャン加工で荒削りおよび仕上げをした。

3

Basic を利用した加工データ作成[2]

図２．加工サンプル図面

図 ３ に 示 す よ う に 通 常 は Ｎ Ｃ デ ー タ を 作 成 し MAKINO
KE-55 の操作盤より入力していたが、パソコンからのＮＣデー

表３.切削条件

タ通信が確立したので、Fujitsu-Basic（当初はこれでプログラム

荒削り

仕上げ

1000

1200

切削速度（mm/min）

700

800

切り込み量（mm）

2.5

刻み量（mm）

2.5

した）を用いてプログラムによりＮＣデータを作成し加工サン
プル形状を加工することにした。
3.1

Basic プログラムについて

加工サンプル形状はＸ－Ｚ面における放物線であるので、そ
の放物線の式（Ｚ＝√12.5Ｘ）によりＸ，Ｚを決めた。Ｙ軸は

主軸回転数（rpm）

0.05

ワーク材料の端からエンドミル径プラスα分の余裕をもたせた
位置に開始点および終点を決め、その間を往復させる加工（ス
キャン加工）を行うものとした。プログラムはＸ－Ｙ面の加工
で荒削りと仕上げが出来、ワーク材質に合わせて主軸回転数，
送り速度，切り込み量（Ｚ軸）
，刻み量（Ｘ軸）をそれぞれで変
えることができるため、他の形状や材質への対応が出来るよう
になっている。
3.2

①
NCデータ
マニュアル作成

操作盤からの
入力（手動）

パソコンの利用
・ＦｕｊｉｔｓｕｰBasicを用いた
NCデータ作成
・NCデータの送受信
ハイパーターミナル利用

ＲＳ－２３２Ｃ

NCフライス
MAKINO KE-55

図３．ＮＣフライスデータ入力方法

加工サンプルの製作について

加工は荒削りとして切り込み量，刻み量共に 2.5mm とし、仕上げは刻み量 0.05mm にして行った。出来上
がった形状には段差が見られた。これは仕上げ刻み量をＸ軸に入れているので、図４に示すように放物線の
頂点付近ではＸの増分（ΔＸ）に対しＺの増分（ΔＺ）が極めて大きくなってしまうのが原因と考えられる。

ΔＺ

ΔＸ

図４．Ｘ軸一定値のＺ軸値

写真１．製作した加工サンプル

そこで、Ｚの増分がＸの増分を超える場合はＺ軸に刻み量をいれてＸ軸の値を決めるプログラムを付加す
ることにした。これにより、形状に現れた段差を無くし良好な加工面を得ることが出来た。また、これによ
り Basic プログラムを用いて MAKINO-KE55 での３次元曲面加工が可能となった。
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３次元 CAD/CAM を用いたＮＣデータ作成

３次元 CAD/CAM は日本ユニシス株式会社 CADCEUS を
使用した。図５に示すようにこのソフト１つでＣＡＤから
ＣＡＭを経てＮＣデータまで出来る。通常のマシニングセ

②
イーサネット

ＣＡＤ

シリアル通信
ＲＳ－２３２Ｃ
NCフライス
MAKINO KE-55

NCデータ
イーサネット

ンター加工はイーサーネット[4]でＮＣデータを送り加工し

CADCEUS
マシニングセンター

ているが、MAKINO KE-55 の場合はパソコンにＮＣデータ
を送り、そこでデータの変換をして通信プログラムにより

ＣＡＭ

パソコン
Visual-Basic
・変換プログラム
・通信プログラム

図５．CAD/CAM 使用時のＮＣデータ流れ

RS-232C を介して加工を行うことになる。以下に CADCEUS
を用いて MAKINO KE-55 で加工するための経過を紹介する。
4.1

CADCEUS について

CADCEUS のＣＡＭは２つあり２ＤＮＣと３ＤＮＣがある。２ＤＮＣと３ＤＮＣの違いは前者が加工領域
を線および点で設定する。主にドリル加工，タップ加工，2.5 次元のオフセット加工等がある。後者は立体を
作成して加工領域を設定する。３次元曲面加工等が出来る今回の加工サンプルを作成したのは。今回
MAKINO KE-55 で加工する為にはＮＣデータをカスタマイズしなければならない、それには CADCEUS の２
ＤＮＣと３ＤＮＣのマシンファイルを編集することで出来る。
4.2

マシンファイルの編集について

マシンファイルの編集は、テキストファイル上で新たにＮＣ出
力したい工作機械用にファイルを追加し、MS-DOS コマンドで
CADCEUS か ら 読 め る 形 式 に 変 換 す る こ と で あ る 。 MAKINO
KE-55 は FANUC のＮＣコントローラーを使っているので、FANUC
用のマシンファイルを基に編集していくことにした。MAKINO
KE-55 の プ ロ グ ラ ミ ン グ 説 明 書 [3] の 例 題 プ ロ グ ラ ム を 基 に
CADCEUS で同様のプログラムを作成して、ＮＣプログラムを比
較してマシンファイルの変更を行った。この作業を繰り返す事に
よって完成した２ＤＮＣのマシンファイルを図６に示す。３ＤＮ
Ｃも同様な編集作業をして完成させた。

図６．マシンファイル

4.3

セミコロンの付加のついて

MAKINO KE-55 はＥＯＢ（エンドオブブロック）毎にセミコロンを付加しなければならない。CADCEUS
では付加することが出来ないので、Visual-Basic で変換プログラムを作成した。プログラムは１ブロック毎に
セミコロンの有無を調べて無い場合は付加する。このプログラムは MAKINO KE-55 との通信プログラムとあ
わせて１つのプログラムとした。図７と図８に示すのは、作成したデータ変換プログラムの画面と送信画面
である。-

図７．データ変換画面

4.4

図８．通信画面

加工サンプルの製作

加工サンプル形状を CADCEUS により作成したＮＣデータで切削を行い、Basic を利用した加工データ作成
で製作した加工サンプルと同様の結果を得ることが出来た。
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まとめ

１．MAKINO KE-55 の通信用インターフェースの RS-232C を使用して、外部よりＮＣデータを送信して加工
することができた。これによりメモリ容量にとらわれる事が無くなった。
２．３次元曲面を Basic により座標計算をおこなわせ、ＮＣ用加工データを作成すると同時に、そのデータ
を逐次ＮＣフライスに送信しつつ加工する方法を確立した。
３．３次元 CAD/CAM のマシンファイルに MAKINO KE-55 を追加して作成したＮＣデータによる加工方法
を確立した。
４．加工サンプル形状を２種類の方法で試み製作することが出来た。
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