
ESPRIT
シリアル番号 :

パスワード :

e camo
シリアル番号 :

SIパスワード :

SVパスワード :

シリアル番号管理シート



ecamoecamoecamoecamo ユーザ対象の新しいサービスとサポートプログラムユーザ対象の新しいサービスとサポートプログラムユーザ対象の新しいサービスとサポートプログラムユーザ対象の新しいサービスとサポートプログラム

ご購入いただいた ecamo ソフトフェア製品を対象とした、無償のサポートプログラム

です。製品のご活用に役立つ情報やトラブルシューティング、アップグレード情報、ecamo

ソフトウェア製品に関する知識を深めていただくための情報など、さまざまなサービスを

提供します。

◎２４時間無償サポートをご利用ください◎２４時間無償サポートをご利用ください◎２４時間無償サポートをご利用ください◎２４時間無償サポートをご利用ください
ご購入ユーザの皆様を対象としたさまざまな無償サポートがあります。Web によっ

て、最新の情報をいつでもご利用いただけます。

◎◎◎◎    スター精密スター精密スター精密スター精密（株）ホームページ（株）ホームページ（株）ホームページ（株）ホームページ((((http://www.star-micronics.co.jphttp://www.star-micronics.co.jphttp://www.star-micronics.co.jphttp://www.star-micronics.co.jp))))には、製品
のご活用に役立つ情報や新製品情報、アップグレード情報、加工設定例など、さまざ

まな情報を掲載しています。

スター精密のホームページにアクセスし、「スイス型 CNC 自動旋盤ダウンロードサ

ービス」をクリックしてください。そして、下記のユーザ名とパスワードを入力する

とサポートページが表示されます。

ユーザ名ユーザ名ユーザ名ユーザ名：：：： STARWOWSSTARWOWSSTARWOWSSTARWOWS

パスワードパスワードパスワードパスワード：：：： ORANGE2001ORANGE2001ORANGE2001ORANGE2001



ソフトウェア使用許諾契約書ソフトウェア使用許諾契約書ソフトウェア使用許諾契約書ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様とスター精密株式会社（以下「スター精密」といいます）との間の契約

であり、本ソフトウェアをご使用いただく場合の条件を規定したものです。本ソフトウェア

をインストールまたは使用することによって、お客様は本契約のすべての条項に同意された

ものとみなされます。

本契約にご同意いただけない場合には、購入した一切のものを直ちに購入先に返品してく

ださい。

1.使用許諾

a)本ソフトウェアは、お客様の事業所に設置するスター精密製工作機械を制御する目的で、

お客様の保有するコンピュータにインストールして使用することができます。

b)お客様は、前項の使用に必要な範囲で本ソフトウェアを複製することができます。ただ

し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を付すものとします。

2.禁止事項

a)お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル

または修正、改変することはできません。

b)お客様は、本ソフトウェアならびにその使用権について、第三者に対し譲渡、貸与、売

却もしくは再使用許諾することはできません。

c)お客様は、本ソフトウェアに付属するマニュアルその他の印刷物を複製することはでき

ません。

3.著作権

本ソフトウェア、付属のマニュアルその他の印刷物についての著作権はスター精密が有す

るものであり、1.b)に基づいて作成された本ソフトウェアの複製物の著作権は、理由の如

何にかかわらずスター精密に帰属します。

4.許諾の終了

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、スター精密は本契約を一方的に終了さ

せることができます。

5.責任の限定

a)スター精密は、本ソフトウェアが付属のマニュアルに従って実質的に動作しない場合ま

たは本ソフトウェアの媒体（CD-ROM）、マニュアルまたは付属のハードウェアに物理的また

は製造上の欠陥がある場合、お客様のお買い上げ後 6 ヶ月間に限り補修または交換に応じ

るものとします。

b)スター精密は、前項に定める場合を除き、本ソフトウェアの使用または使用不能により

直接的または間接的に生ずるいかなる損害についても一切責任を負いません。



注意注意注意注意

① 本ソフトウェアの著作権は “スター精密株式会社”にあります。

② 本マニュアルの一部、または全部を無断で複製、複写することはできません。

③ 本ソフトウェア及びマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用すること

ができます。

④ 本ソフトウェア及びマニュアルの内容につきましては、万全を期して作成いたしました

が、万一誤りやお気づきの点がございましたら、ご連絡下さるよう、お願いいたします。

⑤ 本ソフトウェアは他の Windows のアプリケーションと同様、マルチタスクで動作するこ

とによる制限があります。すなわち、本ソフトウェアの各機能が、他のアプリケーショ

ンの実行速度に影響を与えます。また、他のアプリケーションが本ソフトウェアの各機

能の実行速度に影響を与えます。

⑥ 本ソフトウェア及びマニュアルを運用した結果の影響につきましては、④にかかわらず

責任を負い兼ねますのでご了承ください。

⑦ 本ソフトウェア及びマニュアルの内容は、将来予告無しに変更することがあります。

同封のコネクタ同封のコネクタ同封のコネクタ同封のコネクタ（ドングル）について（ドングル）について（ドングル）について（ドングル）について
　本ソフトウェアにはドングルと呼ばれる、不正コピー防止のためのコネクタが添付され

ています。ドングルを紛失したり、傷つけたりしないよう大切に扱ってください。これは、

本ソフトのライセンスにとって必要なものです。

ドングルの前または後ろにテープのバックアップ装置、CD-ROM ドライブ、その他同様な

装置を取り付けないでください。ドングルが壊れる可能性があります。ただし、ドングル

の後ろにプリンターを取り付けても構いません。

ドングルが壊れた場合は交換しますので、速やかにご返送ください。紛失した場合、盗

まれた場合、分解した場合はユーザーの責任になり、交換することはできません。

・ドングルの使用方法

最初に、インストール対象ＰＣのプリンタポート(LPT1)へドングルを差し込みます。シ

リアルポートに差し込まないでください。ドングルがない場合または、正しく差し込まれ

ていな場合、ESPRIT は「デモモード」で動作します。このとき、NC コード出力、ファイル

の保存、印刷ができません。

Windows NT, Windows2000, Excel は米国 Microsoft 社の登録商標です。

ESPRIT は米国 DP Technology 社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている社名、製品名はそれぞれの会社の商標又は登録商標

です。
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まず最初にお読みくださいまず最初にお読みくださいまず最初にお読みくださいまず最初にお読みください

必要な動作環境必要な動作環境必要な動作環境必要な動作環境

e-camoを使用するためには、次の環境が整っている必要があります。

DOS/V.PC-AT互換機

●CPU/PentiumⅡ233MHz以上

●RAM/128MB以上

●OS/Windows NT4.0 SP5以上 または Windows 2000 Professional

● Microsoft Internet Explorer 5.0以上

● Microsoft Excel 2000

HDDの空き容量

●500MB以上　1GB推奨

周辺機器

●CD-ROMドライブ

●パラレルポート

●シリアルポート

●1024×768ピクセル以上の True Color ディスプレイ

●Open GLをサポートしたビデオカード

e-e-e-e-camocamocamocamoのインストール方法についてのインストール方法についてのインストール方法についてのインストール方法について

１． まず「ESPRIT」のインストールを行います。

・ 「ESPRIT」の CD-ROMを CD-ROMドライブにセットしてください。

・ 自動的にインストーラが起動します。その後は「ESPRIT、セットアップの手順」

をご覧ください。

２． 次に「e-camo」のインストールを行います。

・ 「e-camo」の CD-ROMを CD-ROMドライブにセットしてください。

・ 自動的にインストーラが起動します。その後は「e-camo、セットアップの手順」

をご覧ください。

注意！！

・ 「ESPRIT」がインストールされていないパソコンには「e-camo」はインストー

ルできません。必ず「ESPRIT」をインストールしてください。

・ 「ESPRIT」をインストールするとき、日本語もしくは、英語を選択してくださ

い。



2

ESPRIT、セットアップの手順

ESPRIT のインストールには Administrator のユーザー権限が必要です。アクセス許可

を Administratorへ変更してください。windowsのオンラインマニュアルまたは、付録２：

「ユーザー権限を「Administrator」へ変更」の項目を参照してください。

①

②

・ ｲﾝｽﾄｰﾙ対象ＰＣのプリンターポートへ

ドングルを差し込みます。

・ ｲﾝｽﾄｰﾙＣＤをセットします。

・ ｾｯﾄしますと、自動的に左図の様な画面が立ち上がります。

（又は、ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗにてＣＤのﾄﾞﾗｲﾌﾞ直下にあります「e2kp_setupmenu.exe」を

起動して下さい。）

・ 「Install Esprit 2000 Plus」を選択するとｲﾝｽﾄｰﾙが開始されます。

・「Browse CD」を選択すると CDの内容が表示されます。

・ 「設定言語の選択」画面が表示されます。「日本語」を選択して“OK”をｸﾘｯｸし

ます。
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③

④

・ 「Install Shieldウィザード準備」ダイアログ画面が表示されます。

・ 次に「Install Shieldウィザードへようこそ」画面が表示されます。

・ “次へ(N)”をｸﾘｯｸします。

・ 「使用許諾契約」ダイアログ画面が表示されます。

・ ご同意いただきましたら、“はい(Y)”をｸﾘｯｸします。
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⑤

⑥

・ 「ReadMeファイル」ダイアログ画面が表示されます。

・ インストール続行なら、“はい(Y)”をｸﾘｯｸします。

・ 「インストール先の選択」ダイアログ画面が表示されます。

・ インストール先のフォルダでよければ、“次へ(N)”をｸﾘｯｸします。

・フォルダを変更したい場合は、“参照（Ｒ）”をクリックしてフォルダ名を変更します。

その後、“次へ(N)”をｸﾘｯｸします。
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⑦

⑧

・ 「プログラムフォルダの選択」ダイアログ画面が表示されます。

・ デフォルトは、[ESPRIT2000PLUS]です。そのまま、“次へ(N)”をｸﾘｯｸします。

・ 「ファイルコピーの開始」ダイアログ画面が表示されます。

・ そのまま、“次へ(N)”をｸﾘｯｸします。
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⑨

⑩

・ 「セットアップステータス」ダイアログ画面が表示されて、インストールが開始

されます。

・ 「Install Shieldウィザードの完了」ダイアログ画面が表示されます。

・ 場合により「はい、今すぐｺﾝﾋﾟｭｰﾀを再起動します。」にチェックが入っています。

・ “完了”をｸﾘｯｸしますと、自動的にコンピュータは再起動されます。
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⑪

⑫

注意！

・ 「シリアル番号」と「パスワード」は CD-ROM ケースに記載されていません。イ

ンストールマニュアル１ページ目の、「シリアル番号管理シート」をご覧ください。

ESPRITのパスワードを入力してください。

・ ＰＣのプリンターポートにドングルを差し込みます。

・ デスクトップには、「ESPRIT」アイコンができていますので、ダブルクリック

して立ち上げます。

・ 下図のように「ESPRIT最初の起動」ダイアログが表示されます。

・ 正式版として、パスワードがある場合には、”はい、Module and パスワードを

持っています”を選択します。⑫へ

・ デモ版として、パスワードを持っていない場合には、”いいえ、Demo mode で

実行します”をクリックします。この場合は、ファイルの登録や NC データの出

力はできません。ESPRITの画面が立ち上がります。

・ 「ライセンス」ダイアログ画面が表示されます。

・ ドングル番号（シリアル番号）と対となるパスワードを入力し、”OK”をクリッ

クします。ERPRITの画面が立ち上がります。
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付録.ライセンスの登録方法ライセンスの登録方法ライセンスの登録方法ライセンスの登録方法

ESPRITの最初の起動で“demo mode”を選択し、あとでライセンスの登録を行う方法

を説明します。

１． ドングルをプリンタポートに差し込み、ESPRITを立ち上げます。

２． メニューバーから[[[[ｵﾌﾟｼｮﾝｵﾌﾟｼｮﾝｵﾌﾟｼｮﾝｵﾌﾟｼｮﾝ]]]]の[[[[ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]]]]の[[[[ﾗｲｾﾝｽﾏﾈｰｼﾞｬﾗｲｾﾝｽﾏﾈｰｼﾞｬﾗｲｾﾝｽﾏﾈｰｼﾞｬﾗｲｾﾝｽﾏﾈｰｼﾞｬ]]]]を選択します。

３． 下記のライセンスダイアログが表示されます。

４． ライセンスダイアログのメニューバーから[[[[編集編集編集編集]]]]の[[[[追加追加追加追加]]]]を選択します。

５． [[[[ﾓｼﾞｭｰﾙの読み込みﾓｼﾞｭｰﾙの読み込みﾓｼﾞｭｰﾙの読み込みﾓｼﾞｭｰﾙの読み込み]]]]ボタンを押して、ドングルのシリアル番号とロック番号を取得

します。次に正しいパスワードを入力し[OK][OK][OK][OK]を押してください。パスワードはイン

ストールマニュアル１ページ目の、「シリアル番号管理シート」をご覧ください。

６． ESPRITを終了し、再起動してください。全ての機能が使えるようになります。
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e-camo、セットアップの手順

① CD-ROM ドライブに「e-camo」の CD-ROM を入れると、自動的に次の画面が表示さ

れます。インストールで使用する言語を選択し、“O.K.”をクリックします。

・ CD-ROM ドライブに CD-ROM をセットしても画面が表示されないときは、エ

クスプローラを起動して CD-ROM を選択し、「Setup.exe」を起動してくださ

い。

・ ここで選択する言語はインストールで使用する言語です。e-camo で使用する言

語ではありません。e-camo で使用する言語はインストール終了後、e-camo に

て変更します。

② 「ようこそ」の画面が表示されます。ご注意書きをお読みのうえ“次へ（Ｎ）”をクリ

ックしてください。
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③ 「使用許諾」の画面が表示されます。ご同意いただきましたら、“はい(Y)”をクリッ

クします。

④ 「コンポーネントの選択」画面が表示されます。インストールを行う機械のモジュー

ルを選択し、“次へ（Ｎ）”をクリックしてください。
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⑤ 「パスワードのチェック」が表示されます。e-camo のシリアル番号と機種ごとのパス

ワードを入力し、“次へ（Ｎ）”をクリックしてください。

・ 「シリアル番号」と「パスワード」は、インストールマニュアル１ページ目の、

「シリアル番号管理シート」をご覧ください。

・ 間違ったシリアル番号またはパスワードが間違っていますとエラーメッセージ

が表示され次へ進めません。

・ ご購入された以外の機種のパスワードが入力可能になっている場合は“戻る

（Ｂ）”をクリックし、モジュールの選択を解除してください。
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⑥ 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。デフォルトでよろしければ“次へ（Ｎ）”

をクリックしてください。

⑦ ファイルの転送が始まります。しばらくそのままでお待ちください。

⑧ 「セットアップの完了」が表示されます。インストール作業が無事完了しました。

　　再起動の指示が表示された場合は、パソコンを再起動してください。



付録

付録-1

付録１付録１付録１付録１：インストール後の確認：インストール後の確認：インストール後の確認：インストール後の確認

デスクトップにある ESPRIT のアイコンをダブルクリックします。下記の画面が立ち上

がります。次のことを確認してください。

１． プロジェクトマネージャが正しく表示されている。

――＞インストールができなかった場合「e-camoが起動しない」を参照

２． メニューバーの[[[[ヘルプヘルプヘルプヘルプ]]]]に[e-[e-[e-[e-camocamocamocamoについてについてについてについて(c)(c)(c)(c)…………]]]]が表示されている。

――＞インストールができなかった場合「e-camoが起動しない」を参照

３． メニューバーから[[[[加工定義加工定義加工定義加工定義]]]]の[[[[マシンセットアップマシンセットアップマシンセットアップマシンセットアップ]]]]を選択し、「機械」タブの機械設

定に「SI-12（ミリ）」等の機械名称が表示さている。

――＞インストールができなかった場合「マシンセットアップの設定のとき、機種名

が表示されない」を参照

プロジェクトマネージャ

メニューバー

機種名



付録

付録-2

４．e-camoのバージョンを確認する

メニューバーから[[[[ヘルプヘルプヘルプヘルプ]]]]の[e-[e-[e-[e-camocamocamocamo についてについてについてについて(c)(c)(c)(c)…………]]]]を選択すると、現在の e-camo

のバージョンが表示されます。

e-camoサポートページのバージョンより古い場合はサービスパックをダウンロード

し、アップグレードしてください。サポートページについては、インストールマニュ

アル２ページ目をご覧ください。



付録

付録-3

付録２付録２付録２付録２：インストールできなかった場合：インストールできなかった場合：インストールできなかった場合：インストールできなかった場合

　●　ESPRITESPRITESPRITESPRITのインストール時にエラーメッセージ表示されて、途中で終了した場合のインストール時にエラーメッセージ表示されて、途中で終了した場合のインストール時にエラーメッセージ表示されて、途中で終了した場合のインストール時にエラーメッセージ表示されて、途中で終了した場合

◎　エラーメッセージ

「あなたは、管理者特権を持っていません。従ってインストールは終了されます。

管理者にこのアプリケーションをインストールするように依頼してください。」

○ 原因

現在のユーザーは、インストールを行う権限がありません。「Administrator」のみ

インストールすることができます。管理者または Administrators グループのメン

バとしてログオンしなければなりません。アクセス許可を Administrator に変更し

て再度インストールを行ってください。

○ 対応

ユーザー権限をユーザー権限をユーザー権限をユーザー権限を「「「「AdministratorAdministratorAdministratorAdministrator」へ変更」へ変更」へ変更」へ変更

① [コントロールパネル]を開きます。

② [ユーザーとパスワード]を選択します。

③ 「このコンピュータのユーザー」で現在のユーザー名を選択し、[プロパティ

ー]をクリックします。

④ 「グループメンバシップ」タブを選択します。

⑤ 「その他」を選択し、その中から「Administrator」を選択します。

⑥ 再度ログオンし直します。

◎　エラーメッセージ

「セットアップにより、ディスプレイの設定がインストールのための最低限の要求

を満たしていないことが判明。ディスプレイは 1024×768に設定するか、または 256

色より多くの色を表示可能な設定にしてください。コントロールパネルでディスプ

レイアイコンを選択してディスプレイの設定を変更できます。」

○ 原因

画面の設定に問題があります。「画面の色」を２５６色より大きくし、「画面の領

域」を 1024×768ピクセル以上に設定しなくてはいけません。
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○ 対応

画面の設定の変更方法画面の設定の変更方法画面の設定の変更方法画面の設定の変更方法

① [コントロールパネル」を開きます。

② 「画面」を開きます。

③ 「設定」タブを選択します。

④ 「画面の色」で２５６色より大きい値を選択します。例えば High Color(16

ビット)や、True Color(32 ビット)を選択します。

⑤ 「画面の領域」で 1024×768ピクセル以上を選択します。

●　e-e-e-e-camocamocamocamoが起動しないが起動しないが起動しないが起動しない

○ 原因

e-camo のインストールに失敗しました。インストールを行った時と、e-camo を

使用する時のユーザー名が違うためです。

○ 対応

e-camoを使用するユーザー名で、e-camoの登録を行います。

①　「windows へログオン」の画面で、e-camo を使うユーザー名でログオンしま

す。

② スタートメニューから[Star Micronics]-[e-camo]-[e-camo 登録]の順に選択しま

す。下記のウインドウが立ち上がります。

③ [Register e-[Register e-[Register e-[Register e-camo]camo]camo]camo]ボタンを押します。

④ 下記のウインドウが表示され、e-camoの登録が完了します。

注意）インストールしたフォルダにより表示が多少異なります。

⑤ 「RegSvr32」と、「Add-in Utility」ウインドウの[OK]ボタンを押して終了しま

す。e-camoが正常に立ち上がることを確認して下さい。

　　　注意）e-camoは「Power user」以上の権限にてご使用ください。
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●　マシンセットアップの設定のとき、機種名が表示されないマシンセットアップの設定のとき、機種名が表示されないマシンセットアップの設定のとき、機種名が表示されないマシンセットアップの設定のとき、機種名が表示されない

○ 原因

機械の機種情報がインストールされていません。e-camo をインストールするとき、

「コンポーネントの選択」画面で機械を選択していません。

○ 対応

e-camo のみ再インストールしてください。「コンポーネントの選択」画面で必ずモ

ジュール（機械名）を選択してください。

詳しくは、インストールマニュアルの「e-camo、セットアップの手順」を参照して

ください。

コンポーネントの選択画面
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付録３付録３付録３付録３：アンインストール方法：アンインストール方法：アンインストール方法：アンインストール方法

e-camoをアンインストールするには、以下の順番に従ってください。

１．e-camoをアンインストールします。

２．ESPRITをアンインストールします。

注意！！注意！！注意！！注意！！

１． ESPRIT のアンインストールを先に行うと、ファイルを完全に削除することができま

せん。必ず e-camoからアンインストールしてください。

２． アンインストールは、Administratorの権限がないと行えません。

アンインストールの手順

１． コントロールパネルを開きます。

２． アプリケーションの追加と削除を選択します。

３． 「現在インストールされているプログラム」から「e-camo」を選択し、[変更／

削除]ボタンをクリックします。

４． アンインストーラーの指示に従い、e-camoを削除します。

５． 「現在インストールされているプログラム」から「ESPRIT」を選択し、[変更／

削除]ボタンをクリックします。

６． アンインストーラーの指示に従い、e-camoを削除します。
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付録４付録４付録４付録４：：：：Esprit2001Esprit2001Esprit2001Esprit2001 でのビデオチップとドライバーに関する問題でのビデオチップとドライバーに関する問題でのビデオチップとドライバーに関する問題でのビデオチップとドライバーに関する問題

と対処方法と対処方法と対処方法と対処方法

● グラフィックトラブルが発生する場合は、下記の設定が必要です。（ESPRIT のシミュ

レーションの表示がおかしい場合）

対処方法-1：ビデオカードのドライバーは、なるべく最新のバージョンをご使用下さ

い。

ハードウェアアクセレータ設定を未使用に変更して下さい。

対処方法-2：さらにグラフィックトラブルが発生する場合は、下記の設定が必要です。

１．¥ ESPRITインストールフォルダ¥ RegVdrv.exeを起動します。

２．Accelaration OFF をチェックし、[OK[OK[OK[OK]]]]ボタンを押します。

自動的にグラフィックアクセレータを使用しない設定にレジストリーを編

集します。

デフォルトに戻したい場合は、Accelaration ON をチェックし[OK[OK[OK[OK]]]]ボタン

をおします。
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