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◆特殊技能を必要としないプレス型感覚で使えるインテリジェントＮＣ機！
◆複雑な断面形状の材料クランプが可能！
◆ワンクランプで多方面からの複合加工が可能！
◆加工データ供給システムによる驚異的な稼動と製品立上げ期間の大幅短縮！
◆特殊専用工具による高速切削！バリ無し加工を実現！
◆生産ラインに合わせて容易に移動が可能な Desk-Top タイプ！

◆ 本製品は理化学研究所の特許出願製品です。
◆ 本製品は経済産業省の平成 11 年度創造技術研究開発事業により開発されたものです。

原点復帰、工具交換位置移動、工具計測などの専用ボタンを配置してい
る為、運転前準備が容易にできます。

内蔵パソコンのハードディスク内の加工プロ
グラムを、加工略図、挿入略図などの画像デ
ータと合わせて呼び出しが可能です。
プログラム選択が完了すると、形材挿入略
図、加工条件などが表示されます

随所に専用ボタンや、G コードキーボードな
どを表示することにより、運転中はキーボー
ドやマウスを必要としません。

クランプブロー時間などのほか多くの
ユーザーパラメータの変更が容易に可
能です。また管理画面では機械稼動時
間、工具寿命など運転管理が可能です。

最高回転数 40,000rpm、最高出力 370W の
超高速スピンドルを、サーボループ応答周
波数 2.25Kh（440μsec）の超高速 NC コント
ローラーの最適送り機能により、従来のアル
ミ切削加工の常識を変えました。

オートストッパーユニット
中間加工用の対話式オートストッパーを標
準装備しました。寸法入力はタッチパネル
からテンキー入力が可能です。
AS2600：Min100mm～Max2600mm
AS2000：Min100mm～Max2000mm

フレキシブルクランプ
小材料から材料外径φ190mm までのクランプが可能。ホロー材料からソリ
ッド材料まで、2 種類の BP(ベースパット)と 3 種類の PP(プレッシャーパット)
により、あらゆる材料のクランプがワンタッチで可能です。後方フレキシブ
ルクランプとの併用で中間加工においても十分な安定力を保持します。

オプション

専用設置台

引き違い窓枠端部加工

引き違い窓障子端部加工

ホロー部材 3 段抜き加工

SG-1901 詳細仕様

X 軸移動量 200mm
材料押ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
■機械移動量に関する事項
1 クランプジグ開口及びアタッチメント【図 1】
φ190
① クランプジグ開口：φ190
(参考)挿入可能材料：95mm×95mm、140mm×65mm
② 回転角：360°
③ 回転割出分解能 0.05°
Ｚ軸移動量
主軸エンドミル
④ 材料押さえアタッチメント
150mm
Ａタイプ：大材料押さえアタッチメント
Ｂタイプ：中材料押さえアタッチメント
(参考) 挿入可能材料：60mm×60mm 程度
Ｃタイプ：小材料押さえアタッチメント
(参考) 挿入可能材料：20mm×20mm 程度
材料受ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
特殊仕様 ：材料形状に応じて設計製作
⑤ 材料受けアタッチメント
【図１機械前面矢視図】
標準仕様 ：材料押受けアタッチメント(標準タイプ)
オプション：材料押受けアタッチメント(小材料用アタッチメント)
(参考) 挿入可能材料：60mm×60mm 以内の材料
特殊仕様 ：材料形状に応じて設計製作
2 Ｘ軸、Ｚ軸移動量
Ｚ軸移動量
中間加工領域
① Ｘ軸移動量：200mm Z 軸移動量：150mm
150mm
200mm
3 Ｙ軸の移動量及び加工範囲【図 2】
① Ｙ軸移動量 ：200mm
端部加工領域
② 端部加工領域：180mm
180mm
自動昇降式端部用ストッパー使用
③ 中間加工：加工領域―200mm
材料
中間加工用ストッパー
中間用スライドストッパーＡ：～1,000mm
中間用スライドストッパーＢ：～1,500mm
中間用スライドストッパーＣ：～2,000mm
端部用ｽﾄｯﾊﾟ
中端面用ストッパー：
後方固定ジグ
前面固定ジグ
Ａタイプ：Ｙ軸移動範囲の中心から 150mm
中間加工用ｽﾄｯﾊﾟｰ
Ｂタイプ：Ｙ軸移動範囲の中心から 200mm
【図２
【図 機械側面矢視図】
2 機械側面矢視図】
Ｃタイプ：Ｙ軸移動範囲の中心から 250mm
D タイプ：Ｙ軸移動範囲の中心から 100mm～400mm(ｽﾗｲﾄﾞ式)
特殊仕様：加工位置に応じて設計製作、
(参考)端面より 100mm～300mm 程度の位置に加工がある場合など
■加工可能材料長及び重量
1 材料固定ジグのクランプ力
① 前面ジグ最大出力：120kgf(0.6MPa)
② 背面ジグ最大出力：50kgf (0.6MPa)
2 加工可能材料長
① 端面加工：材料最小長さ：端部より 500mm
材料最大長さ：端部より 4,000mm ただし端部より 2,500mm を超える場合は材料保持ローラーを使用
② 中間加工：材料最小長さ：端部ストッパー部より 500mm＿材料最大長さ：端部より 5,000mm(端部ストッパー部より 4,000mm)
3 加工可能材料重量：材料最大重量：上記１の条件を満たし、材料単重が 2kg/m 以下
■制御ソフトの仕様
1 制御装置の形式
① 配置
 サーボドライバー及びメインボードを機械本体下方に収納、操作パネルを機械本体前面に配置
 プログラム選択、運転開始、各種補正機能等の操作は、前面操作パネルにて操作可能
 制御装置へのプログラムのダウンロードはパソコン(別途)を使用
② 前面操作パネル
 液晶パネル：プログラム選択、各種補正機能、現在位置表示など。
 材料クランプボタン(フットスイッチ有)、加工開始ボタン、エアー制御ボタン(エアー冷却用)
 クランプ力調整用レギュレーターハンドル
 非常停止ボタン(φ40 赤)
③ 制御装置の仕様：同時 3 軸(Ｘ、Ｙ、Ｚ軸)補間機能＋回転軸制御、各軸セミクローズドループ制御(オプチカルエンコーダ)
2 運転に関する付随機能
① 自動工具長測定装置
② フットスイッチ：材料クランプ用フットスイッチ(標準)、加工開始用フットスイッチ(オプション)
3 プログラム機能
① プログラムメモリー容量
加工プログラム容量：124 ステップ×100 個
標準プログラム
：124 ステップ×15 個(標準サブプロ、工具長測定プロ、ワーク座標系復帰プロ等)
(参考) パソコンを使用の場合、ＤＮＣ運転が可能です(プログラムステップ数の制限無)
② 座標系補正機能：X 軸、Y 軸、Z 軸の座標系原点シフトが各軸毎に可能 (参考) 加工切残し、切込過ぎの補正が可能
③ 送り速度オーバーライド：標準加工プログラムに対して、送り速度の変更が可能。標準 100％：25％～150％

SG-1901 機械仕様
X 軸×Y 軸×Z 軸
移動量

200mm×200mm×150mm

C軸

360°

加工範囲

主軸

制御

インターロック

動力

機械の大きさ

PC

端部加工

0mm～180mm

中間加工

0mm～200mm

回転方向

360°

回転数

1,000rpm～40,000rpm

最高出力

370W

冷却方式

空気

制御方式

セミクローズドループ オプチカルエンコーダ

制御モード

XYZ 同時 3 軸補間制御＋C 軸ヘリカル補間

インターフェイス

パソコンインターフェイス及び操作パネル

ｽﾌﾟﾗｯｼｭガード

有り

スピンドルトリップ

有り

パトライト

有り

電源

AC100V 50Hz～60Hz

圧縮空気

0.4Mpa～0.6Mpa

縦×横×奥

850mm×770mm×790mm

高さ

1,150mm

重量

250kg

CPU

Celeron 1.4GHz M827E

Memory

4GB(Cfast)

画面

12.1inc 液晶タッチパネル

SG-190S オプション一覧
専用設置台

900mm×900mm×700mm AC100V ｺﾝｾﾝﾄ

対話型オ－トストッパー

AS2000 Min.100mm～Max.2,000mm
AS2600

ＢＰ：ベースパット
ＰＰ：ﾌﾟﾚｽﾊﾟｯﾄ

小中材料受けガイド
Ａタイプ

小材料押さえアタッチメント

Ｂタイプ

中材料押さえアタッチメント

Ｃタイプ

大材料押さえアタッチメント

特殊仕様

特殊材料押さえアタッチメント(設計製作)
2m 以上の長尺材料加工時の材料受けガイド

長尺材料専用受け台
ｽﾄｯﾊﾟｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

Min.100mm～Max.2,600mm

Ｙ－８０

短尺専用ストッパー

製造元：IMAX 株式会社
〒457－0078 名古屋市南区塩屋町 3－13
TEL：052-823-2223
FAX：052-821-5209
URL ：http://www.i-max.top
E-mail：ipc@i-max.top
テクニカルセンター
TEL：052-823-2223
FAX：052-823-2639

