
Prog-Lesys
Solid ＆ DXF データから

NCプログラムが自動で出来るなんて

夢・物語

考えたことありませんか？

Prog-Lesys が

その夢、実現します！

支給されるデータをそのまま利用！！

CADメーカーは問いません

Ｒ

プログレシス



Prog-Lesys

３Ｄ Ｓｏｌｉｄ 設計 ２Ｄ 設計

■複数工程全自動穴あけ加工
（例 標準穴（抜け・止まり）／座ぐり穴（抜け・止まり）／ボーリング（抜け・止まり）／タップ・リーマ（抜け・止まり）／他）

■オート複数工程加工（複数工程一括計算機能）

■五面加工／複数軸割り出し加工／Ｔスロット加工

■金型曲面加工（オプション）

Prog-Lesys

（大荒加工／切残し中荒加工／底面中仕上げ／側面中仕上げ／コーナー中仕上げ／底面仕上げ／側面仕上げ／他）

支給されるＳｏｌｉｄ Ｄａｔａを、そのまま利用！！

ＣＡＤメーカーは、問いません

DXF Data から簡単立体（3D）穴配置加工

３Ｄ Ｓｏｌｉｄ Dataは、絵に描いた餅ではありません

加工ノウハウ搭載、全自動工程作成機能！！

ダイアグラム機能でプログラム自動作成

Solid 
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１．複数工程全自動穴あけ加工
（例 標準穴（抜け・止まり）／座ぐり穴（抜け・止まり）／ボーリング（抜け・止まり）／タップ・リーマ（抜け・止まり）／他）

ソリッドデータ読み込み形式

穴種類に決められた色が有る場合

穴種類に決められた色が無い場合

ソリッド形状からの穴フィーチャー自動認識

ダイアグラムの考え方（自動工程作成・加工ノウハウ埋め込み）

工具／工程の合理化

２．オート複数工程加工（複数工程一括計算機能）

３．五面加工／複数軸割り出し加工

４．複数曲面加工（オプション）

ソリッドデータ（ＣＡＤメーカ問わず）からのプログラム自動作成

１．複数工程全自動穴あけ加工
（例 標準穴（抜け・止まり）／座ぐり穴（抜け・止まり）／ボーリング（抜け・止まり）／タップ・リーマ（抜け・止まり）／他）

簡易立体図作成

平面設定（例 Ｇ５４ Ｇ５５ Ｇ５６ ・・・）

穴種類選択（例 標準穴／座ぐり穴／ボーリング／タップ／リーマ／他）

簡単立体（３Ｄ）穴配置

ダイアグラムの考え方（自動工程作成・加工ノウハウ埋め込み）

工具／工程の合理化

２．ワイヤーフレームからのポケット・輪郭加工（荒～仕上げ）

４．多数個取り機能

ＤＸＦ（２次元データ）からのプログラム自動作成

１．シミュレータ機能（標準・高速・ＳＴＬ出力）

４．ツールライブラリ

その他 主な機能及び特徴

５．ポストプロセッサ（ＮＣフォーマットを簡単に設定変更）

６．プラグイン可能ＣＡＤ／ダイレクトインタフェイス

７．その他 オプションソフトウェア

（Ｐ３～Ｐ５）

Ｐ３

５．ターニングセンタ加工 4Ａｘｉｓ＆Ｓｕｂ‐Ｓｐｉｎｄｌｅ（オプション）
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２．機械干渉シミュレータ機能

３．タイムライン機能
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３．ワイヤーフレームからのオート複数工程加工（複数工程一括計算機能） Ｐ８



（３）

ソリッドデータ読み込み形式

ソリッドデータから

Prog-Lesys

ソリッドデータの読み込みは、Ｐａｒａ Ｓｏｌｉｄを始め、各種ＣＡＤダイレクトインタフェイスを装備しています。

ＣＡＴＩＡ Ｖ５ ダイレクトインタフェイス

Solid Works ダイレクトインタフェイス

Pro ENGINEER ダイレクトインタフェイス

Inventor ダイレクトインタフェイス

Solid Edge ダイレクトインタフェイス

Para Solid ・ ＡＣＩＳ インタフェイス

読み込まれたソリッドデータの穴種類に
決められた色が有る場合

読み込まれたソリッドデータの穴種類に決められた色が

例）
標準穴・・・・・・・・・・・・・・

座ぐり付穴・・・・・・・・・・・

標準ボーリング・・・・・・・

座ぐり付ボーリング・・・・

標準タップ・・・・・・・・・・・

座ぐり付タップ・・・・・・・・

標準リーマ・・・・・・・・・・・
・
・

認識された各種穴から自動にてＮＣデータを作成します。

読み込まれたソリッドデータの穴種類に決められた色が

変更された色から穴種類を自動認識します。

認識された各種穴から自動にてＮＣデータを作成します。

有る場合は、色判別にて穴種類を自動認識します。 無い場合は、Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓ簡単色変更機能により各種

穴の色を簡単に変更することが可能です。

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓ簡単色変更機能

読み込まれたソリッドデータの穴種類に
決められた色が無い場合

決められた色が無い
ソリッドデータ

決められた
色が有る
ソリッドデータ

ＮＣデータ完成

・

簡単に色変更

色変更完成

緑色（ＲＧＢ）

紫色（ＲＧＢ）

青色（ＲＧＢ）

赤色（ＲＧＢ）

桃色（ＲＧＢ）

灰色（ＲＧＢ）

黄色（ＲＧＢ）



ソリッド形状からの穴フィーチャー自動認識

読み込まれたソリッド形状から、穴フィーチャーを自動的に検出します。

検出時間１８秒

検出された穴フィーチャーから、ダイアグラム機能によりNCデータを、自動生成します。

ダイアグラム機能の考え方

ダイアグラム機能とは？・・・・

ダイアグラム機能とは、あらゆる穴加工に於いて、お客様が実際に行われている「複雑な加工工程・加工ノウハウ」を、
図式にて簡潔に表現する機能です。 図式の中では、複雑な工程に沿って工具を自動選択し、有効長を見ながら加工
判断を行い、無駄なく又、加工残りが起こらない様に形状自動判断も行っています。

図式にて表現されたダイアグラム機能により、NCデータを自動で生成するため、加工ミスを起こさず、工程の標準化が
行えます。又、何よりも、短時間でNCデータを生成することが出来るため、NCデータ作成時間が大幅に削減出来ます。

ツールストアからエンドミルを
自動選択 有効長も判定しています

ダイアグラム実例（タップ加工）

タップ径に合ったドリルを
ツールストアから自動選択

JIS規格タップ下穴径と同じドリルが
無い場合は径が一番近くて小さい

ドリルを自動選択

とまり？ぬけ？判定
穴深さと有効長判定

ツールストアからタップを
自動選択 有効長も判定しています

とまり／ぬけ ドリル加工実行

JIS規格タップ下穴径より小さいドリルで穴加工を行った場合は、
エンドミルで下穴径まで自動的に拡げげます

面取り加工
タップ加工実行

（４）

３Ｄ穴フィーチャー検出

穴あけ加工 フィーチャー深さ 穴あけ加工 フィーチャーぬけ深さ



ソリッドデータから

Prog-Lesys

工具／工程の合理化

（５）

ダイアグラム機能にて全自動で生成されたNCデータは、ひとつずつ穴を仕上げて行く加工工程になっています。
加工工程を無駄の無い最適な工程にする為に、工具基準／作業平面基準／インデックス基準等、お客様の作業基準
に合わせて、工程の合理化をすることが出来ます。

オート複数工程加工（複数工程一括計算機能）

オート複数工程加工（複数工程一括計算機能）は、大荒から仕上げまでの工程の中で、加工したい工程のみを選択
出来ます。 その選択された工程のみに工具／切削条件を設定する事が可能になり、設定完了後全ての工程を一括
計算することが出来ます。 この機能により、プログラム作成時間を大幅に削減出来ます。

荒取り加工

・２Ｄワイヤーフレーム荒取り加工
・高さの異なる島荒取り加工
・スキャロップ指定・断面形状加工
・ソリッド曲面モデル荒取り加工
・切残し中荒取り加工
・トロコイド加工

仕上げ加工

・２Ｄ輪郭仕上げ加工
・高さの異なる島仕上げ加工
・スキャロップ指定・断面形状加工
・走査線加工
・ソリッド曲面モデル仕上げ加工

（スキャロップ指定有り）
・平坦部仕上げ加工
・平坦部切残し仕上げ加工
・３Ｄカーブ輪郭加工



多面加工・ロータリ加工

複数曲面加工（オプション）

ターニングセンタ加工 4Ａｘｉｓ＆Ｓｕｂ‐Ｓｐｉｎｄｌｅ（オプション）

荒取り加工

・２Ｄワイヤーフレーム荒取り加工
・高さの異なる島荒取り加工
・スキャロップ指定・断面形状加工
・ソリッド曲面モデル荒取り加工
・切残し中荒取り加工
・トロコイド加工

仕上げ加工

・２Ｄ輪郭仕上げ加工
・高さの異なる島仕上げ加工
・スキャロップ指定・断面形状加工
・走査線加工
・ソリッド曲面モデル仕上げ加工

（スキャロップ指定有り）
・平坦部仕上げ加工
・平坦部切残し仕上げ加工
・３Ｄカーブ輪郭加工

複数曲面加工は、部品加工から金型に至る３次元曲面形状を、確実にサポートしています。
荒取り加工から仕上げ加工に至るまで、高機能で信頼性の高い曲面加工を装備しており、高品質なワークを提供します。

・低傾斜仕上げ加工
・同心円スキャロップ仕上げ加工
・接触角度制御
・投影加工（放射状・円形・曲線フロー）
・ペンシル加工（複数パス対応）
・非加工面干渉チェック
・アンダーカット輪郭加工

多面加工では簡単に各作業平面を定義することが出来ます。 定義された各作業平面に２Ｄから３Ｄのミーリング加工
を行なう事が出来、複数軸割り出し加工・五面加工をサポートします。
また、ロータリ加工では展開図方式により、２Ｄのミーリング加工を行なうことができます。

ターニングセンタ加工は、２タレット＋２スピンドル＋Ｂ軸をサポートしています。
旋削加工からミーリング加工まで一貫した加工をサポートしており、複合加工機に活用することが出来ます。

（６）

等高線大荒加工

等高線仕上げ加工（スキャロッ
プ）

ペンシル加工



ＤＸＦデータから

Prog-Lesys

簡易立体図作成 ＆ 平面設定（Ｇ５４ Ｇ５５ Ｇ５６ ・・・）

ＤＸＦ（２次元図面）から､簡易立体図面を容易に作成出来ます。簡易立体図面にすることにより、簡単立体（３Ｄ）

穴配置に利用することが出来ると共に、ダイアグラム機能により全自動で穴明け加工プログラムが作成出来ます｡
また、簡易立体図面の作成時に、複数平面設定（Ｇ５４ Ｇ５５ Ｇ５６・・・）も同時に行うことが出来ます。
複数平面設定を行うことにより、横型マシニングセンタ／五面加工機等のプログラムを容易に作成出来ます。

（７）

Ｇ５６平面に設定

例）

上面・・・ Ｇ５４
正面・・・・ Ｇ５５
右側面・・・Ｇ５６
左側面・・・Ｇ５７
背面・・・・ Ｇ５８

穴種類選択 ＆ 簡単立体（３Ｄ）穴配置

簡単立体穴配置機能は、抜け穴／止まり穴を選択後、穴種類を選択します。（穴種類はお客様と打ち合わせの上、
カスタマイズ致します。） 穴種類選択後は配置する穴を図面から連続的に選択します。 選択された図形は、穴径
が異なっていても、各穴径に合わせて３Ｄ穴を配置します。 ３Ｄ穴配置が完了すれば、３Ｄソリッドデータと同様に、
ダイアグラム機能により全自動で、複数工程の穴加工プログラムを作成できます。。

簡単立体穴配置アイコン

正面 矢視

穴の種類を下記穴メニューより選択
選択後 穴上面・深さを設定
図面からマウス指示も可能

上記は、あくまでＰｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓの標準
穴種類です。 仕様決定時にお客様と
打ち合せの上、カスタマイズを行います。

ＤＸＦ２次元図面から、上面高さ違い、
深さ違いの止まり穴／抜け穴を簡単
に配置することが出来ます。

穴径が異なっていても、穴種類／穴上面／穴深さが同一の場合は、レイヤ
分けにより、１コマンドで全てに３Ｄ穴を配置します。

止まり穴抜け穴



（８）

荒取り加工

・２Ｄワイヤーフレーム荒取り加工
・高さの異なる島荒取り加工
・スキャロップ指定・単一断面形状加工
・切残し中荒取り加工
・トロコイド加工

仕上げ加工

・２Ｄ輪郭仕上げ加工
・高さの異なる島仕上げ加工
・スキャロップ指定・単一断面形状加工
・走査線加工

・平坦部仕上げ加工
・平坦部切残し仕上げ加工

ワイヤーフレームからのポケット・輪郭加工

ＤＸＦ（２次元図面）から、簡単に荒取りから仕上げまでのＮＣデータ作成が可能です。 ＤＸＦ（２次元図面）からでも、
高さ違いの複数の島残し加工も、各島高さを認識しながら荒加工から仕上げ加工までのＮＣデータを作成します。

ワイヤーフレームからのオート複数工程加工（複数工程一括計算機能）

多数個取り機能

多数個取り用に、マトリックスモード／複写／ローテーションなど加工パス編集機能を装備しています。
多数個取りのＮＣデータが容易に作成出来ます。 ３ＤソリッドデータからのＮＣ編集にも使用出来ます。

マトリックスモード ローテーション

オート複数工程加工（複数工程一括計算機能）は、大荒から仕上げまでの工程の中で、加工したい工程のみを選択
出来ます。 その選択された工程のみに工具／切削条件を設定することが可能になり、設定完了後全ての工程を
一括計算することが出来ます。 この機能により、プログラム作成時間が大幅に削減出来ます。



その他 主な機能及び特徴

シミュレータ機能

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓは、標準でソリッドベース加工シミュレータを装備しています。標準シミュレータは実際の加工と同様の
イメージで、各工具が素材を削り取って行くシミュレーションです。 ホルダ干渉チェック・治具干渉チェックも行えます。
高速シミュレーションは、加工結果を瞬時にソリッドベースで表示します。 またシミュレータからＳＴＬファイルとして出
力することが出来ますので、他の解析ソフト等に利用出来ます。

ツールライブラリー

ツールストアは、ミーリング工具及び、旋削工具に切削条件を付けて登録出来ます。切削条件は１本の工具に荒加工
条件・仕上げ加工条件の２種類を持たす事も可能になっており、各工程で自動的に条件を切り換えてくれます。
特殊工具の固定サイクルも各工具に登録する事により、ＮＣ変換ポストプロセッサにて反映されます。
又、必要に応じてホルダの登録、材質ごとの切削条件の登録も出来ます。
現在ご使用中のツールデータベースが有る場合でも、Ｅｘｃｅｌ形式からＰｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓツールライブラリにインポートする
ことも可能になっています。

機械干渉シミュレータ機能

（９）

素材形状 シミュレーション中 シミュレーション終了

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓは、標準でソリッドベース機械干渉シミュレータを装備しています。 機械構造及び、治具をソリッド形状
にて与えることにより、実加工と同様に機械上での機械干渉シミュレーションを行えます。
（機械干渉シミュレーションは、あくまでも機械構造及び治具のソリッドデータを与え、条件設定を行う必要が有ります）

タイムライン機能

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓは、工程を時系列で表示するタイムライン機能を装備しています。 このタイムライン機能を利用する
ことにより、工程コストの把握また、工程の見直しを行う目安になります。 又、事前見積りに利用することが出来ます。



ポストプロセッサ

プラグイン可能ＣＡＤ 他のＣＡＤからＰｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓを起動可能 一体化 （オプション）

ダイレクトインタフェイス （オプション）

Solid Works インタフェイス Inventor インタフェイス Ｓｏｌｉｄ Ｅｄｇｅ インタフェイス

下記の３種類のＣＡＤには、プラグインをサポートしています。 各ＣＡＤから直接Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓを起動する事が出来
ます。 起動したＰｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓには、作成されたＣＡＤデータが自動的に渡り、ＮＣデータを作成することが出来ます。
又、ＣＡＭ計算終了後ＣＡＤ側にて形状変更がなされた場合は、Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓが変更を自動認識すると共に、変更を
認識したメッセージを出し、再計算の指示があれば変更された形状に合わせて、変更必要工程を全て再計算します。

ＣＡＴＩＡ Ｖ５ インタフェイス

Pro ENGINEER インタフェイス

Ｐａｒａ Ｓｏｌｉｄ インタフェイス

ＡＣＩＳ インタフェイス

（１０）

各種ＣＡＤの、ダイレクトインタフェイスをサポートしています。

アイコンで切り替え

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓポストプロセッサは、ポスト作成コードウィザードで、工作機械に合わせて、簡単にお客様が設定変更
することが出来ます。 又、必要に応じてプログラム言語を書き入れることも出来ます。

その他 オプションソフトウェア

ワイヤーカットソフトウェア

簡易ソリッドＣＡＤ

同時５軸ソフトウェア

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓは､標準機能に追加出来るソフトウェアとして､下記オプションソフトをご用意致します。
Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓ標準機能と合わせて使用することにより、より一層の付加価値を提供します。

Ｐｒｏｇ－Ｌｅｓｙｓワイヤーカットは、上下異形形状もサポートしています。

パラソリッドベース 簡易ソリッドＣＡＤを搭載することが出来ます。

同時５軸／４軸ミーリング加工をサポートしています。



詳細ご説明、デモ申込み依頼書

カタログ・資料請求及び、訪問デモンストレーション（無料）を

ご希望の方は、下記にご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。

コピーしてご使用下さい

□ Prog-Lesys の詳細説明を聞きたい

□ Prog-Lesys の訪問デモを希望する

□ Prog-Lesys の見積りを希望する

FAX 03-3598-8840

株式会社マシンソル 関東支店

ご希望の箇所にチェックをお入れ下さい。

会社名

お名前 部署・役職

ご住所

電 話 FAX

E-mail

＊Prog-Lesysは、マシンソルの登録商標です。＊その他、本カタログに記載されている製品名は、各社の商標です。

株式会社マシンソル www.machinesol.jp

＊製品の仕様等は、予告なく変更される事があります。

本 社 　:  〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1-4　東亜ビル5F TEL 079-222-0922 FAX 079-222-0923

関 東 支 店 　:  〒115-0045 東京都北区志茂2-59-6　1F             TEL 03-3598-8841 FAX 03-3598-8840

横 浜 営 業 所 　:  〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町2058-2 TEL 045-938-5621 FAX 045-938-5620 

名 古 屋 営 業 所 　:  〒464-0036 愛知県名古屋市千種区本山町2-17 TEL 052-734-6152 FAX 052-734-6153

広 島 営 業 所 　:  〒731-0121 広島県広島市安佐南区中須1-16-16 TEL 082-831-3280 FAX 082-831-3281


