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e-camo シリアル番号管理シート 
 

 

 
 

ESPRIT 
 

シリアル番号： 
 

パスワード：  
 
 
 

 

e-camo 
 

シリアル番号： 
 

ECAS12/20 パスワード： ： 
 

ECAS32T パスワード： 
 

 

 

 

 

 



Facsimile Message 

e-camo ： ユーザ登録シート 
 

以下の必要事項をご記入頂き、下記受付窓口にファクシミリまたは電子メールにてお送りください。 

スター精密(株) 機械事業部 営業業務室 ／ ＦＡＸ：０５３７－３５－３１１５ 

E-mailアドレス ： y.ishihara@star-m.jp 
 

 

ユーザ登録されたお客様には、当社担当者より e-camo ソフトウェアに関します最新情報（ホームペ

ージでの最新版更新／取扱説明書改訂連絡 等）を電子メールにてご提供させていただきます。 

 

 

貴 社 名  日付 年     月     日

部 署  

電子メールアドレス  

プロテクトキーID 番号 (USB プロテクトキーを確認してください) (注意) 必ずご記入ください!!

E 8 8 8 8 8 
    入力例： 
現在ご使用パソコンの機種名 

 

パソコンのＯＳ Windows 2000 Professional,  Windows XP Home,  Windows XP Professional

 

 

  8   8   8   8   8   8   8   8   8   8 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 7:7 8:8 9:9 0:0 

http://www.star-m.jp/


e-camo ユーザサポート Web サイト 
 
 

◎ スター精密（株）ホームページ (http://www.star-m.jp) 

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、 

「トップページ」>「ダウンロードサービス」>「自動旋盤」 
とお進みください。 
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： STARWOWS 

パスワード： ORANGE2001 
 



まず最初にお読みください 
 

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。 
 
PC-AT 互換機  

● CPU / Celeron 2.0GHz 以上（Pentium4 2.0GHz 以上推奨） 
● RAM / 256MB 以上（512MB 以上推奨） 
● OS / Microsoft Windows XP Professional／Home Edition Service Pack 2 以上 

または  Windows2000 Professional Service Pack 4 以上 
 
※64 ビット版，Server 製品には対応しておりません。 
※Windows Vista には対応しておりません。 
 

● Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 

● Microsoft Excel 2000 以降 
 
HDD の空き容量  

● 1GB 以上 
 
周辺機器  

● CD-ROM ドライブ 
● USB 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 

 
 
 
 
 
 



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。 
 
 



 

  警 告  
・ 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。 
・ 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。 
・ 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。 
・ 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。 
・ 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。 
・ 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、上記にかかわらず責

任を負い兼ねますのでご了承ください。 
・ 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（プロテクトキー）について 

・ 本ソフトウェアにはプロテクトキーと呼ばれる、不正コピー防止のためのコネクタが添付されて

います。プロテクトキーを紛失したり、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。 
・ プロテクトキー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。 
 
プロテクトキーの使用方法 
・ 最初に、インストール対象 PC の USB ポートへプロテクトキーを差し込みます。その他のポー

トに差し込まないでください。プロテクトキーがない場合または、正しく差し込まれていない場

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。 
 

 
 



e-camo 取扱説明書の PC 上での閲覧について 
 
CD には、取扱説明書を PDF ファイルとして格納してあります。Adobe Reader による PC 上での

閲覧が可能です。 
 
CD 
|＿reader70（Adobe Reader 7.08 インストールプログラム） 
| ・AdbeRdr708_ja_JP.exe（日本語） 
| ・AdbeRdr708_en_US.exe（英語） 
| 
|＿manual（マニュアル各種） 
 ・e-camo 取扱説明書  ecamoManualJpn.pdf（日本語） 
      ecamoManualEng.pdf（英語） 
 ・チュートリアル ECAS12/20 ecamoEcas20Jpn.pdf（日本語） 
      ecamoEcas20Eng.pdf（英語） 
    ECAS32T ecamoEcas32TJpn.pdf（日本語） 
      ecamoEcas32TEng.pdf（英語） 

 
 
Windows2000, Windows XP, 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。 
Adobe,Adobe ロゴ,Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標で

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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１．ファイル属性 
メニューバーから[ファイル]の[属性]を選択すると“ファイルプロパティダイアログ”が表示されま

す。このダイアログではファイルに属性情報を設定することができます。 
 

１－１ ファイルプロパティダイアログ 

 
 
◇ 値の編集 

[値]の編集を行う[項目]を選択し、[値の編集]ボタンを選択すると[値]リストにエディットボック

スが表示されます。ここで[値]の内容を編集することができます。 

 
[項目]を選択   [値の編集]ボタンを押す    [値]を編集 
 
 
また、[項目]をダブルクリックか、[値]をクリックしても同様の操作を行うことができます。 

 
ダブルクリック 

 

 
           クリック 

 

１-１ 



◇ 項目の追加 
[項目の追加]ボタンを選択すると[項目]リストの末尾にエディットボックスが表示されます。こ

こで[項目]の名前を入力することにより、“ファイルプロパティダイアログ”に新しい[項目]を追

加することができます。 

 
 

◇ 項目の編集 
[項目]を選択し、[項目の編集]ボタンを選択すると[項目]上にエディットボックスが表示されま

す。ここで、その[項目]の名前を編集することができます。 

 
 

◇ 項目の削除 
[項目]を選択し、[項目の削除]ボタンを選択するとその[項目]を削除することができます。 
 
 
注 記 
・ 「作成者、製品名、図番、顧客、作成日」はデフォルトの項目であり、これらの項目を編集、

削除することはできません。 
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◇ メニュー操作 
[項目]上でマウスの右クリックを行うとメニューが表示されます。このメニューで各ボタンと同

様の操作を行うことができます。 
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２．e-camo ツールバー 

 
 
 
e-camo 専用のツールバーであり、e-camo の機能を使用するための[機能ボタン]と ESPRIT のツー

ルバーを整列させるための[整列ボタン]で構成されています。このツールバーはメニューバーから

[ビュー]の[e-camo]を選択することにより、表示／非表示を切り替えることができます。 
 

整列ボタン 機能ボタン 

２－１ 機能ボタン 

e-camo の機能がその操作順に並べられており、こららのボタンを選択することにより e-camo 専用

のダイアログが表示されます。 
 
◇ マシンセットアップ  

“マシンセットアップダイアログ”が表示されます。メニューバーから[加工定義]の[共通加工

定義／マシンセットアップ]を選択しても同様の操作を行うことができます。“マシンセットア

ップダイアログ”では、機械の選択、材料の設定を行うことができます。詳細は「４．マシン

セットアップ」を参照して下さい。 
 
◇ 座標入力フィーチャ作成  

“座標入力フィーチャ作成ダイアログ”が表示されます。“座標入力フィーチャ作成ダイアロ

グ”では、Ｇコードを記述する感覚で座標値を入力することによってフィーチャを作成するこ

とができます。詳細は「２－４ 座標入力フィーチャ作成ダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ ツーリング  

“ツーリングダイアログ”が表示されます。“ツーリングダイアログ”では、工具データの作成、

ジオメトリオフセットの編集などを行うことができます。詳細は「６．ツーリング」を参照し

て下さい。 
 
◇ 加工定義ウィザード  

“加工定義ウィザード”が表示されます。“加工定義ウィザード”では、対話方式により簡単に

加工定義を作成することができます。詳細は「７．加工定義」を参照して下さい。 
 
◇ 同期リスト  

“同期リストダイアログ”が表示されます。“同期リストダイアログ”では、加工順の編集、同

期の設定などを行うことができます。詳細は「８．同期リスト」を参照して下さい。 
 
◇ ＮＣコード  

“NC 出力ダイアログ”が表示されます。メニューバーから[ファイル]の[NC コード]を選択し

ても同様の操作を行うことができます。“NC 出力ダイアログ”では、NC コードを出力し、PUE
で表示することができます。詳細は「９．出力」を参照して下さい。 
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２－２ 整列ボタン 

ESPRIT のツールバーをその機能毎にまとめてウィンドウ右側に整列・表示させることができます。 
 
◇ ２次元作図  

２次元作図に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。[e-camo形状修正]
ツールバーの詳細は「２－３ 形状修正ツールバー」を参照して下さい。 
・[有限長形状]ツールバー 
・[無限長形状]ツールバー 
・[複数曲線]ツールバー 
・[e-camo 形状修正]ツールバー 

 
◇ ３次元作図  

３次元作図に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。 
・[サーフェス]ツールバー 
・[サーフェス曲線]ツールバー 
・[ソリッドモデラー]ツールバー  

 
◇ フィーチャ  

フィーチャの作成、編集に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。 
・[フィーチャ作成]ツールバー 
・[フィーチャ編集]ツールバー 
・[作業平面編集]ツールバー  

 
◇ 工具  

工具の作成に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。 
・[旋盤工具]ツールバー 
・[ミリング工具]ツールバー 

 
◇ 旋削加工  

旋削加工の作成に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。 
・[旋盤加工]ツールバー 
・[共通加工定義]ツールバー 

 
◇ ミル加工  

ミリング加工の作成に使用される次のツールバーをウィンドウ右側に表示させます。 
・[複合旋盤(割り出し)加工]ツールバー 
・[複合旋盤(３軸)加工]ツールバー 
・[共通加工定義]ツールバー 
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２－３ 形状修正ツールバー 

 
 
ESPRIT の２次元作図用ツールバーと同時に表示される e-cmao のツールバーであり、２次元図形

の修正を行うことができます。 
 
◇ 移動  

図形の端点を選択された点へ移動させます。この操作は、線分、円弧、フィーチャに対して実

行することができます。次の手順で操作を行います。 
 
１．[移動]ボタン  をクリックします。 
２．移動させる図形の参照端点付近をクリックし図形を選択します。 

  
３．移動先の点をクリックします。 

  
４．移動図形を選択したときにクリックした位置に近いほうの端点が移動先の点と重なるよう

に図形が移動されます。 
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◇ 対称  
図形を任意軸に対して対称に移動させます。この操作は、線分、円弧、フィーチャに対して実

行することができます。次の手順で操作を行います。 
 
１．[対象]ボタン  をクリックします。 
２．対称移動させる図形を選択します。 

  
３．中心軸となる線、もしくは線分を選択します。 

  
４．中心軸に対して対称に図形が移動されます。 
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◇ 回転  
図形を現在の作業平面上で原点を中心に任意角度回転移動させます。この操作は、線分、円弧、

フィーチャに対して実行することができます。次の手順で操作を行います。 
 
１．[回転]ボタン  をクリックします。 
２．回転させる図形を選択します。 

  
３．回転角度を入力します。 

  
 
４．現在の作業平面上で原点を中心として図形が回転移動します。 
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◇ 伸縮修正 X  
図形の端点 X を選択された位置 X まで伸縮させます。この操作は、線分に対して実行すること

ができます。次の手順で操作を行います。 
 
１．[伸縮修正 X]ボタン  をクリックします。 
２．図形の伸縮させる端点付近をクリックし図形を選択します。 

  
３．伸縮先の X 位置をクリックします。 

  
４．クリックされた X 位置まで図形が伸縮されます。 
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◇ 伸縮修正 Y  
図形の端点 Y を選択された位置 Y まで伸縮させます。この操作は、線分に対して実行すること

ができます。次の手順で操作を行います。 
 
１．[伸縮修正 Y]ボタン  をクリックします。 
２．図形の伸縮させる端点付近をクリックし図形を選択します。 

  
３．伸縮先の Y 位置をクリックします。 

  
４．クリックされた Y 位置まで図形が伸縮されます。 
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２－４ 座標入力フィーチャ作成ダイアログ 

 
“座標入力フィーチャ作成ダイアログ”では、２次元の座標値を入力してフィーチャを作成するこ

とができます。 
 
“座標入力フィーチャ作成ダイアログ”には、座標値を入力する“座標入力エリア”と入力した座

標値に従って形状を表示する“形状表示エリア”があります。 

 
 
注 記 
・ フィーチャを選択状態にしてから“座標入力フィーチャ作成ダイアログ”を開くと、フィー

チャの座標を“座標入力エリア”に読み込むことができます。読み込まれる座標は、フィー

チャが属する作業平面のＵＶ平面上の値です。 

 
 
◇ 作業平面 

フィーチャを作成する作業平面を選択して下さい。[ＯＫ]ボタンを押すと、選択した作業平面に

連続フィーチャを作成します。 
 
・“旋盤座標系”のチェックを外した場合 
連続フィーチャは、選択した作業平面の座標系で作成されます。（Ｘ→Ｕ軸，Ｙ→Ｖ軸） 
“固定Ｚ軸値”に入力した値は、Ｗ軸の値になります。 
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・“旋盤座標系”のチェックを入れた場合

旋盤加工に対応できる作業平面を選択した時、“旋盤座標系”をチェックすることができます。 
“旋盤座標系”のチェックを入れた場合、作業平面の軸を意識せずに連続フィーチャを作成

することができます。 
① Ｚ－Ｘ平面 旋削加工の連続フィーチャを作成する時、選択して下さい。 
② Ｃ－Ｚ平面 円筒補間の連続フィーチャを作成する時、選択して下さい。角度の

入力で円筒上の展開図が作成できます。展開する円筒の直径は“加

工径”に入力して下さい。 
 

加工スピンドルの選択は、加工原点を決定します。 
① メインスピンドル 製品の前端面を原点とします。 
② サブスピンドル 製品背面を原点とします。“製品長”に入力した値が背面位置にな

ります。 
 

注 記 
・ 加工する工具の刃物台により、フィーチャをスピンドルの回転軸に対しどちら側に描くか規

制があります。 
通常は、手前側刃物台の場合は回転軸の下側に、奥側刃物台の場合は回転軸の上側にフィー

チャを描きます。ただし、機種によりこの規制が異なる場合がありますので、詳細は機種別

の「チュートリアル」を参照して下さい。 

・ フィーチャを刃物台に適した位置に移動するには、“対称移動ダイアログ”を使用して下さ

い。“対称移動ダイアログ”の詳細は、「３－２－２ フィーチャメニュー」を参照して下さ

い。 

 
◇ 作成要素 

作成する要素にチェックを入れて下さい。 
・フィーチャ作成 連続フィーチャを作成します。 
・輪郭作成  線分および円弧を作成します。 
・点作成  各輪郭の始点と終点上に点を作成します。 
 

◇ アブソリュート／インクレメンタル 
座標値をアブソリュート（絶対値）で入力するか、インクレメンタル（増分値）で入力するか

切り換えます。 
ただし先頭行の座標値は、インクレメンタル入力時もアブソリュートの値になります。 
 

◇ ＊ 
輪郭要素が表示されます。 
編集する場合は、行を選択した後、[ENTER]キーを押すか、マウスを[ダブルクリック]して下

さい。 
 

◇ Ｘ／Ｙ／Ｚ／Ｃ／Ｒ 
座標値が表示されます。 
編集する場合は、値自体をマウスでクリックして下さい。 
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◇ ＯＫ 
座標入力を完了し、“作成要素”にチェックしたものを作成します。 
 

◇ キャンセル 
“座標入力フィーチャ作成ダイアログ”を中断します。 
 

◇ 自動更新 
チェックを入れた場合、座標値を入力するたびに“形状表示エリア”が更新されます。 
チェックを外した場合、[更新]ボタンを押さない限り“形状表示エリア”は更新されません。 
 

◇ 更新 
入力した座標値に従って“形状表示エリア”を更新します。 

 
 
・行の挿入 

① 終行の後の空行が選択されている場合、 終行に新たな行を追加します。 

 
終行 

 

 
追加された行 

 
② データが入力されている行が選択されている場合、その行の前に新たな行を挿入します。 

 

挿入位置 

 

 

挿入された行 

 
行を挿入するためには、ドロップダウンメニューで挿入する輪郭要素を選択して下さい。 
ドロップダウンメニューはマウスの[右クリック]で表示されます。 

 

 
又は、次の方法でも行が挿入できます。 
①の場合は、[ENTER]キーを押すか、マウスを[ダブルクリック]します。 
②の場合は、[CTRL+ENTER]キーを押します。 
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ドロップダウンリストが表示されるので、挿入する輪郭要素を選択して下さい。 
[ENTER]キーを押すと、行が挿入されます。[ESC]キーを押すと、挿入を中断します。 

 
 

・行の削除 
選択されている行を削除します。 
複数の行を選択すると複数の行を削除できます。複数の行を選択するには、[CTRL]キーまたは

[SHIFT]キーを押しながら行を選択して下さい。 

 

削除する行 

 

 

削除された行 

 
行を削除するためには、[DEL]キーを押すか、ドロップダウンメニューで[削除]を選択して下さい。

ドロップダウンメニューはマウスの[右クリック]で表示されます。 

 

 
・輪郭要素／値の編集 

入力した輪郭要素や値を変更します。 

 
 

輪郭要素は、ドロップダウンリストで変更します。ドロップダウンリストは、行を選択した後、

[ENTER]キーを押すか、マウスの[ダブルクリック]で表示されます。 
ドロップダウンリストで設定したい輪郭要素を選択し、[ENTER]キーを押して下さい。輪郭要素

が変更されます。またマウスのクリックで他の項目へ移動した場合も変更されます。変更を取り

消すには[ESC]キーを押して下さい。 
 
輪郭要素の編集を[ENTER]キーで完了した場合、自動的に同じ行の値の編集が始まります。 
又は、値自体をマウスでクリックしても値の編集ができるようになります。 
設定したい値を入力したら、[ENTER]キーを押して下さい。値が変更されます。ただしマウスの

クリックで他の項目へ移動したり、[ESC]キーを押した場合は、変更は取り消されます。 
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注 記 
・ 先頭行は、輪郭要素の変更ができません。 

 
値には、計算式を記述して入力することができます。 
演算子／関数 意味 
＋ 加算 
－ 減算 
＊ 乗算 
／ 除算 
PI 円周率 
( 式 ） 括弧内の計算を優先 
SIN( 数値 [単位 °] ) サイン 
COS( 数値 [単位 °] ) コサイン 
TAN( 数値 [単位 °] ) タンジェント 
ASIN( 数値 ) アークサイン [単位 °] 
ACOS( 数値 ) アークコサイン [単位 °] 
ATAN2( Ｙ座標, Ｘ座標 ) Ｘ、Ｙ座標で表されるアークタンジェント [単位 °] 
ABS( 数値 ) 絶対値 
SQRT( 数値 ) 平方根 
POT( 数値 ) 平方 
POWER( 数値, 指数 ) “数値”の“指数”乗 
ROUND( 数値, 桁数 ） 四捨五入 “桁数”は小数点以下の桁数 
ROUNDUP( 数値, 桁数 ） 切り上げ “桁数”は小数点以下の桁数 
ROUNDDOWN( 数値, 桁数 ） 切り捨て “桁数”は小数点以下の桁数 

 

注 記 
・ 計算式は、大文字、小文字どちらでも記述できます。ただし全角文字は使用できません。 

・ 関数の括弧内には、数値だけでなく式も記述できます。 

 
行をマウスで選択し [右クリック]するとドロップダウンメニューが表示されます。 

 

 
◇ 輪郭要素挿入 

輪郭要素を挿入します。メニューから輪郭要素を選択して下さい。 
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◇ 削除 
選択されている行を削除します。 
 

◇ 一括対称移動 
座標値を、選択した軸に対称な値に変換します。アブソリュート入力時のみ有効です。 
“対称移動ダイアログ”で対称移動の基準となる軸を選択した後、[OK]ボタンを押すと、すべ

ての行が一括して変換されます。 

 
 

◇ 一括変換 
選択した軸の座標値を、入力した式を使って変換します。アブソリュート入力時のみ有効です。 
“一括変換ダイアログ”で変換式を入力した後、[OK]ボタンを押すと、すべての行が一括して

変換されます。式の結果が新しい座標値になります。 
変換式には、変換する軸自身の軸名が使用できます。 

例：X=   X＊1.25      （X は使用できますが、Y,Z,R は使用できません。） 
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３．プロジェクトマネージャ 
 
メニューバーから[ビュー]の[プロジェクトマネージャ]を選択、または[F2]キーを選択すると、“プ

ロジェクトマネージャ”が表示されます。“プロジェクトマネージャ”では加工定義や工具の管理を

行います。“プロジェクトマネージャ”は次のような構成となっています。 
 
・加工定義マネージャ  加工定義の一覧が表示されます。 
・フィーチャマネージャ 作業平面、フィーチャ、加工定義がツリー状に表示されます。 
・工具マネージャ  工具の一覧が表示されます。 
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３－１ 加工定義マネージャ 

“加工定義マネージャ”には加工定義、テクノロジー挿入の一覧が表示されます。 

 
 

■ 特徴 
・ 各加工定義のタイプを示すアイコン、名前、送り速度、回転数、工具番号、コメントが表示さ

れます 
・ 送り速度、回転数、コメントは“加工定義マネージャ”から直接編集することができます。 
・ 主な操作はマウスの右クリックで表示されるメニューから行います。 
 
 
注 記 
・ 加工定義で[周速一定制御]が設定されている場合には[回転数]は表示されません。 
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３－１－１ メニュー 

“加工定義マネージャ”上でマウスの右クリックを行うと次のようなメニューが表示されます。 

 
 
◇ 編集（加工定義） 

加工定義の場合は“加工定義パラメータダイアログ”が、テクノロジー挿入の場合は ESPRIT
の“テクノロジー挿入ダイアログ”が表示され、加工定義の編集を行うことができます。マウ

スのダブルクリックでも同様の操作を行うことができます。詳細は「７．加工定義」を参照し

て下さい。 
 

◇ 編集（工具） 
“工具ダイアログ”が表示され、工具の編集を行うことができます。詳細は「５．工具」を参

照して下さい。 
 

◇ 編集（同期リスト） 
“同期リストダイアログ”が表示され、加工順や待ち合わせの設定を行うことができます。詳

細は、「８．同期リスト」を参照して下さい。 
 

◇ 名前変更 
“名前変更ダイアログ”が表示され、加工定義の名前を変更することができます。 
 

◇ 再構築 
加工定義のツールパスを再計算します。工具の編集、フィーチャの編集など、ツールパスに影

響がある編集を行ったときに実行して下さい。メニューを開くときに複数の加工定義が選択さ

れている場合にはそれらの加工定義すべてに、また、[加工アイコン]  上ではすべての加工定

義に対して再構築を実行することができます。 
 

◇ NC 出力 
加工定義単体の NC コードを出力することができます。この時、出力された NC コードは PUE
によって表示されます。 
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◇ 抑制 
加工定義を無効にします。抑制された加工定義はアイコンが  のようになり、NC コードに

出力されません。メニューを開くときに複数の加工定義が選択されている場合にはそれらの加

工定義すべてに、また、[加工アイコン]  上ではすべての加工定義に対して抑制を実行するこ

とができます。 
 
◇ 抑制解除 

加工定義の抑制を解除します。メニューを開くときに複数の加工定義が選択されている場合に

はそれらの加工定義すべてに、また、[加工アイコン]  上ではすべての加工定義に対して抑制

解除を実行することができます。 
 
◇ テクノロジー挿入 

“テクノロジー挿入の作成／編集ダイアログ”が表示され、選択された加工定義に対してテク

ノロジー挿入を作成することができます。詳細は「３－１－４ テクノロジー挿入の作成／編集

ダイアログ」を参照して下さい。 
 

◇ 拡大表示 
加工定義のツールパスが CAD 画面いっぱいになるように拡大表示されます。テクノロジー挿入

アイコン上で実行された場合には、その挿入位置が CAD 画面中央になるように拡大表示されま

す。また、[加工アイコン]  をマウスでダブルクリックするとワーク全体が CAD 画面いっぱ

いになるように拡大表示されます。 
 

◇ 表示 
“加工定義マネージャ”の表示パターンを切り替えます。詳細は「３－１－２ 表示パターン」

を参照して下さい。 
 

◇ 保存 
“ファイルの保存ダイアログ”が表示され、選択された加工定義をプロセスファイルに保存し

ます。保存されたプロセスファイルは“フィーチャマネージャ”で読み込むことができます。 
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◇ 削除 
加工定義を削除します。メニューを開くときに複数の加工定義が選択されている場合にはそれ

らの加工定義すべてを削除することができます。削除される加工定義に対して“同期リストダ

イアログ”で同期・待ち合わせコードが設定されている場合には、次のようなメッセージが表

示され、それら同期・待ち合わせコードも一緒に削除されます。なお、ここで削除された加工

定義、同期、待ち合わせコードはアンドゥで元に戻すことができます。 

 

 
 
 

 注 意 
・ 抑制された加工定義に対して同期や待ち合わせコードが設定されているとNCコードが正し

く出力されない場合があります。[抑制]を実行した場合には、“同期リストダイアログ”を開

き、抑制された加工定義を同期、待ち合わせに関係ない位置に移動するようにしてください。
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３－１－２ 表示パターン 

マウスの右クリックで表示されるメニューの[表示]を選択することによって“加工定義マネージャ”

の表示パターンを切り替えることができます。表示パターンの種類は次の通りです。 
 
■ 一覧   ■ 加工タイプ   ■ 工具 

    
■ 刃物台   ■ チャンネル 

  
 
また、[表示]メニューの[テクノロジー]を選択すると、テクノロジー挿入アイコンの表示／非表示を

行うことができます。このメニューは全てのテクノロジー挿入アイコンの表示／非表示を行う機能

であり、加工定義アイコン横の[＋マーク]を選択すれば、メニューを使用しなくても各テクノロジ

ー挿入アイコンを表示／非表示することができます。 
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３－１－３ プロパティ編集 

“加工定義マネージャ”に表示されている送り速度、回転数、コメントは直接編集することができ

ます。次の手順で編集を行います。 
 
(1) 編集する値をマウスでクリックします。 

 
 

(2) このとき、クリックした部分にエディットボックスが表示されます。 

 
 

(3) 値を入力します。 

 
 

(4) キーボードの［Enter］キーを押すと編集が完了します。 

 
 

(5) 編集をキャンセルする時には、ウィンドウ上の任意の場所をマウスでクリックして下さい。エ

ディットボックスが閉じ、値の入力がキャンセルされます。 
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３－１－４ テクノロジー挿入の作成／編集ダイアログ 

マウスの右クリックで表示されるメニューの[テクノロジー挿入]を選択すると“テクノロジー挿入

の作成／編集ダイアログ”が表示されます。“テクノロジー挿入の作成／編集ダイアログ”では、選

択された加工定義に対してテクノロジー挿入を作成したり、既存のテクノロジー挿入を編集、削除

することができます。 
テクノロジー挿入を作成することにより、加工途中で加工条件の変更を行うことができます。 

 
 
この時、選択された加工定義のツールパスが拡大表示され、挿入位置を指し示す矢印と、既存のテ

クノロジー挿入の位置を示す赤点マークが表示されます。 

 
 
◇ テクノロジータイプ 

挿入するテクノロジーのタイプを[テクノロジー挿入]／[停止]から選択します。 
 

◇ 停止コード 
停止コードを[なし]／[停止]／[オプショナルストップ]から選択します。 
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◇ 切削送り速度 
切削送り速度を入力します。初期値は選択された加工定義と同じ値となります。 
 

◇ ドウェル 
ドウェル（秒）を入力します。 
 

◇ 長補正番号 
工具補正番号を入力します。0 を入力すると無視され出力されません。初期値は選択された加

工定義と同じ値となります。 
 

◇ NC コード 
挿入位置で出力される任意の NC コードを入力します。 
 

◇ 挿入位置 
挿入位置を設定します。[位置インデックス]を入力するか、または、[前へ]／[次へ]ボタンを選

択することにより、拡大されたツールパス上で矢印が挿入位置を指し示します。 
 

◇ 作成 
テクノロジー挿入を作成します。挿入位置にテクノロジー挿入が無いときに有効になります。 
 

◇ 修正 
テクノロジー挿入を修正します。挿入位置にテクノロジー挿入が既にあるときに有効になりま

す。またこの時、各設定値には挿入位置にあるテクノロジー挿入の値が表示されます。 
 

◇ 削除 
テクノロジー挿入を削除します。挿入位置にテクノロジー挿入が既にあるときに有効になりま

す。 
 

◇ 詳細 
ESPRIT の“テクノロジー挿入ダイアログ”が表示され、詳細な設定を行うことができます。 
 
 
 

 注 意 
・ ミリングドリル加工など一部加工にはテクノロジー挿入が正しく作成されない場合があり

ます。 
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■ ESPRIT のテクノロジー挿入ダイアログ 

 
 
◇ フィードレート mm/min, mm/rev 

[mm/min：毎分送り]または[mm/rev：毎回転送り]のいずれかを入力します。回転数(/min) を
元に、[mm/min]と[mm/rev]は相互に自動計算されます。初期値は選択された加工定義と同じ値

となります。 
 

◇ 回転 /min, m/min 
[/min：rpm 設定]または[m/min：周速]のいずれかを入力します。[m/min]選択入力を行う場合

は、周速を計算するためにリファレンス径を設定します。リファレンス径が入力されていると、

[/min]と[m/min]の値は相互に自動計算されます。初期値は選択された加工定義と同じ値となり

ます。 
 

◇ スピンドル回転方向 
[時計回り]／[反時計回り]／[オフ]から選択します。通常、加工途中で主軸(副主軸)の回転方向を

変更することはありません。初期値は選択された加工定義と同じ値となります。 
 

◇ リファレンス径 
周速計算時の参照直径を入力します。初期値は選択された加工定義と同じ値となります。 
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◇ 長補正番号 
工具補正番号を入力します。0 を入力すると無視され出力されません。初期値は選択された加

工定義と同じ値となります。なお、ミリング加工の“テクノロジー挿入ダイアログ”には[長補

正番号]の入力項目がありません。ミリング加工に工具補正番号を設定する場合には、e-camo
の“テクノロジー挿入の作成／編集ダイアログ”を使用して下さい。 
 

◇ ドウェル時間 
ドウェル（秒）を入力します。 
 

◇ 停止コード 
停止コードを[なし]／[停止]／[オプショナルストップ]から選択します。 
 

◇ オペレーション名 
“加工定義マネージャ”に表示される名前を入力します。 
 

◇ NC コード 
挿入位置で出力される任意の NC コードを入力します。 
 
 
 
注 記 
・ ESPRITのテクノロジー挿入機能を使用してテクノロジー挿入を作成することもできます。 

このときには、より詳細に挿入位置を確認することができます。 

 

  テクノロジー挿入 

  加工定義のテクノロジー 

 

  
 

 

３-１１ 



３－２ フィーチャマネージャ 

“フィーチャマネージャ”には作業平面、フィーチャ、加工定義の関係がツリー状に表示されます。 

 
 

■ 特徴 
・ 作業平面、フィーチャ、加工定義の関係がツリー状に表示されます。 
・ 作業平面、フィーチャは名前順に、加工定義は加工順に表示されます。 
・ 現在の作業平面は名前が赤矩形で囲まれます。 
・ ドラッグ＆ドロップでのアイコンの移動によって、フィーチャと作業平面の関係を、また加工

定義とフィーチャの関係を編集することができます。 
・ 主な操作はマウスの右クリックで表示されるメニューから行います。 
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３－２－１ 作業平面メニュー 

“フィーチャマネージャ”の作業平面アイコン上でマウスの右クリックを行うと次のようなメニュ

ーが表示されます。 

 
 
◇ 編集 

“作業平面ダイアログ”が表示され、作業平面の名前、方向などの編集を行うことができます。

“作業平面ダイアログ”の詳細は「３－２－５ 作業平面ダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ 新規作成 

“作業平面ダイアログ”が表示され、作業平面の作成を行うことができます。“作業平面ダイア

ログ”の詳細は「３－２－５ 作業平面ダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ 選択 

UVW 軸の向きを選択された作業平面に変更します。選択された作業平面アイコンは赤矩形で囲

まれます。マウスのダブルクリックや ESPRIT の[作業平面・レイヤ]ツールバーで作業平面を

プルダウンから選択しても同様の設定を行うことができます。 
 

◇ UVW 軸表示 
CAD 画面上の UVW 軸を表示／非表示します。ESPRIT の[ビュー]メニューから[UVW 軸]を選

択しても同様の設定を行うことができます。 
 

◇ 貼り付け 
コピーされたフィーチャを作業平面上に作成します。フィーチャのコピーは[フィーチャメニュ

ー]で行います。[Ctrl＋V]キーでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ 削除 
作業平面を削除します。フィーチャがある作業平面は削除することができません。この操作は

アンドゥで元に戻すことができます。[Delete]キーでも同様の操作を行うことができます。 
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３－２－２ フィーチャメニュー 

“フィーチャマネージャ”のフィーチャアイコン上でマウスの右クリックを行うと次のようなメニ

ューが表示されます。 

 
 
◇ 編集 

“フィーチャ編集ウィンドウ”が表示され、フィーチャの形状を編集することができます。編

集可能なフィーチャは旋削加工のフィーチャチェインのみとなります。“フィーチャ編集ウィ

ンドウ”の詳細は「３－２－７ フィーチャ編集ウィンドウ」を参照して下さい。 
 

◇ 名前変更 
アイコンラベルにエディットボックスが表示されフィーチャの名前を編集することができます。

マウスでフィーチャアイコンを数秒間選択しても同様の操作を行うことができます。 

 
 

◇ 移動 
“移動ダイアログ”が表示され、フィーチャの移動を行うことができます。この時、そのフィ

ーチャを使用している加工定義も同様に移動されます。“移動ダイアログ”の[X／Y／Z]項目に

は移動量を入力してください。 
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◇ 対称移動 
“対称移動ダイアログ”が表示され、フィーチャを X、Y、Z 軸を中心軸として対称移動させる

ことができます。この時、そのフィーチャを使用している加工定義も同様に移動されます。 

 
 
 

 注 意 
・ e-camoでは、刃物台１、２の工具で旋削加工を行う場合はフィーチャを下側（Yマイナス側）

に、刃物台３の工具で旋削加工を行う場合はフィーチャを上側（Yプラス側）に描く規則が

あります。そのため、フィーチャの対称移動を行った場合、同時に対称移動された加工定義

の工具とフィーチャの関係が不正になる可能性があります。フィーチャの対称移動によって

加工定義も移動された場合には必ず、その加工定義が使用している工具を確認してくださ

い。 
 
 
 
◇ 方向反転 

フィーチャの方向を反転させます。この時、そのフィーチャを使用している加工定義の加工方

向も反転されます。 
 

◇ 作業平面の作成 
“フィーチャから平面を作成ダイアログ”が表示されます。このダイアログでは、フィーチャ

と工具の情報を元に 適な作業平面を作成することができます。詳細は「３－２－６ フィーチ

ャから平面を作成ダイアログ」を参照して下さい。 
 

◇ レイヤーの変更 
“レイヤーの選択ダイアログ”が表示され、フィーチャが描かれているレイヤーを変更します。 
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◇ コピー 
フィーチャをコピーします。[Ctrl＋C]キーでも同様の操作を行うことができます。この時、フ

ィーチャに関連付けられている加工定義はコピーされません。コピーされたフィーチャの貼り

付けは[作業平面メニュー]で行います。 
 

◇ 貼り付け 
選択されたフィーチャに対してコピーされた加工定義が作成されます。[Ctrl＋V]キーでも同様

の操作を行うことができます。加工定義のコピーは[加工定義メニュー]で行います。コピーされ

た加工定義にテクノロジー挿入が設定されている場合、次のようなメッセージが表示され、テ

クノロジー挿入も作成するかを選択することができます。 

 
 
 
注 記 
・ コピーされた加工定義をフィーチャに貼り付ける場合、元のフィーチャと貼り付け先のフィ

ーチャの構成要素数が異なっていると、テクノロジー挿入の挿入位置が不正になったり、テ

クノロジー挿入の作成ができなかったりすることがあります。そのため、加工定義の貼り付

けを行うときには上記のような確認メッセージが表示されます。 

 
 
 

◇ プロセスの読み込み 
選択されたフィーチャに対してプロセルファイルを読み込み、加工定義を作成します。詳細は

「３－２－８ プロセスの保存／読み込み」を参照して下さい。 
 

◇ プロセスの保存 
選択されたフィーチャに関連付けられている全ての加工定義をその加工順に１つのプロセルフ

ァイルに保存します。詳細は「３－２－８ プロセスの保存／読み込み」を参照して下さい。 
 

◇ 削除 
フィーチャを削除します。[Delete]キーでも同様の操作を行うことができます。このとき関連付

けられている加工定義も同時に削除されます。この操作はアンドゥで元に戻すことができます。 
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３－２－３ 加工定義メニュー 

“フィーチャマネージャ”の加工定義アイコン上でマウスの右クリックを行うと次のようなメニュ

ーが表示されます。 

 
 
◇ 編集 

“加工定義パラメータダイアログ”が表示され、加工定義の編集を行うことができます。マウ

スのダブルクリックでも同様の操作を行うことができます。詳細は「７．加工定義」を参照し

て下さい。 
 

◇ 名前変更 
アイコンラベルにエディットボックスが表示され加工定義の名前を編集することができます。

マウスで加工定義アイコンを数秒間選択しても同様の操作を行うことができます。 

 
 

◇ 再構築 
加工定義のツールパスを再計算します。工具の編集、フィーチャの編集など、ツールパスに影

響がある編集を行ったときに実行して下さい。 
 

◇ NC 出力 
加工定義単体の NC コードを出力することができます。この時、PUE によって出力された NC
コードが表示されます。 
 

◇ 抑制 
加工定義を無効にします。抑制された加工定義はアイコンが  のようになり、NC コードに

出力されません。 
 
◇ 抑制解除 

加工定義の抑制を解除します。 
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◇ コピー 
加工定義をコピーします。[Ctrl＋C]キーでも同様の操作を行うことができます。同じフィーチ

ャの下であれば、一度に複数の加工定義をコピーすることもできます。コピーされた加工定義

の貼り付けは[フィーチャメニュー]で行います。 
 

◇ 保存 
“ファイルの保存ダイアログ”が表示され、選択された加工定義をプロセスファイルに保存し

ます。保存されたプロセスファイルは“フィーチャマネージャ”で読み込むことができます。 
 

◇ 削除 
加工定義を削除します。[Delete]キーでも同様の操作を行うことができます。この操作はアンド

ゥで元に戻すことができます。 
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３－２－４ ドラッグ＆ドロップによる編集 

“フィーチャマネージャ”ではフィーチャアイコン、加工定義アイコンをドラッグ＆ドロップで移

動することにより、作業平面とフィーチャの関係を、また、フィーチャと加工定義の関係を編集す

ることができます。 
 

■ フィーチャアイコン 
フィーチャアイコンを作業平面アイコンへドラッグ＆ドロップすることにより、そのフィーチャの

作業平面を変更することができます。 
 

 
 
 
この編集により、フィーチャに関連付けられている加工定義のツールパスも変更される場合があり

ます。 

 
 

1 Ptop フィーチャを MainPlane 平面から

CrossPlane 平面へ移動 

作業平面が変更されたことにより、加

工定義のツールパスがその作業平面

に適した方向に修正される 

３-１９ 



■ 加工定義アイコン 
加工定義アイコンをフィーチャアイコンへドラッグ＆ドロップすることにより、その加工定義のフ

ィーチャを変更することができます。 
 

 
 

 
 

 
 
 
移動される加工定義に対して同期、または待ち合わせコードが設定されている場合、この操作をア

ンドゥで元に戻すことはできません。そのため、移動完了前に次のような確認メッセージボックス

が表示されます。ここで[はい]を選択すれば移動は完了し、[いいえ]を選択すれば移動はキャンセル

されます。 

 
 

加工定義“Contour”をチェーン１からチェーン３へ移動 
その結果ツールパスが修正される 
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また、移動される加工定義にテクノロジー挿入が設定されている場合、移動後のフィーチャの形状

によってはテクノロジー挿入が正しく移動できない可能性があります。そのため、移動完了前に次

のような確認メッセージボックスが表示されます。ここで[はい]を選択すればテクノロジー挿入も

一緒に移動され、[いいえ]を選択すれば加工定義のみの移動となります。 

 
 
 
 

 注 意 
・ テクノロジー挿入の挿入位置はツールパス構成要素のインデックスによって指定されてい

ます。そのため、加工定義の移動前後でフィーチャの形状が異なる場合、そのフィーチャの

形状に合わせてツールパスの形状が決まるため、テクノロジー挿入が正しく作成されない可

能性があります。 
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３－２－５ 作業平面ダイアログ 

作業平面メニューの[編集]、または[新規作成]を選択すると、“作業平面ダイアログ”が表示されま

す。“作業平面ダイアログ”では、作業平面の名前、方向、位置の編集や、新規の作業平面の作成を

行うことができます。 

 
 
◇ 名前 

作業平面の名前を入力します。既に使用されている作業平面の名前を入力することはできませ

ん。 
 

◇ 基準平面 
基準となる作業平面を既存の作業平面から選択します。この作業平面に対して下記の回転を行

うことにより、作業平面の向きを決定します。 
 

◇ 回転軸 
回転軸を UVW／XYZ から選択します。 

UVW 軸 ： 基準平面の UVW 軸に沿って回転させます 
XYZ 軸 ： 標準の XYZ 軸に沿って回転させます 
 

◇ 回転 
回転させる軸の順番とその回転角度を設定します。“1st”に設定された軸から順に回転が実行

されます。チェックが外されているときには回転は行われません。 
 

◇ 原点 
作業平面の原点の位置を入力します。チェックが外されているときには原点設定は実行されま

せん。 
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◇ 工具から平面を作成 
“工具情報から作業平面を作成ダイアログ”が表示されます。このダイアログでは、工具や加

工位置などの情報を元に 適な作業平面を作成し、その結果を“作業平面ダイアログ”の[回転]、
[原点]に入力します。 

 
 
◇ 工具 

工具を選択します。[参照]ボタンにより“工具情報ダイアログ”が表示され、このダイアロ

グで工具を選択することもできます。 

 
 
◇ スピンドル 

スピンドルをメインスピンドル／サブスピンドルから選択します。[工具]が選択されたとき

に、工具情報に従って自動的に切り替わります。 
 
◇ 製品長 

製品長を入力します。[スピンドル]がサブスピンドルの時に有効となり、作業平面の原点 Z
がこの位置になります。デフォルト値として“マシンセットアップダイアログ”に入力され

た[製品長]が表示されます。 
 
◇ 加工角度 C 

C 軸の角度を入力します。正面工具の場合は U 軸が、クロス工具の場合は W 軸がここで指

定された角度方向を向きます。 
 
◇ 工具角度 A 

工具の取り付け角度を入力します。角度付き工具が選択されたときに自動的に入力されます。 
 
◇ 平面原点 Y、Z 

作業平面の原点を入力します。角度付き工具の時のみ有効となります。 
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◇ 使用例 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

加工角度 C、工具角度 A などから基準平面 XYZ に対する回転角度が計算され、[回転]プロパ

ティに入力される。 

 
 
  

[OK]ボタンで新規作業平面“XYZ2”が作成完了 
 

・“工具情報ダアイログ”により

工具を選択 
・加工角度 C に 45 を入力 
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３－２－６ フィーチャから平面を作成ダイアログ 

フィーチャメニューの[作業平面の作成]を選択すると、“フィーチャから平面を作成ダイアログ”が

表示されます。このダイアログでは選択された工具の向きとフィーチャの法線ベクトルが一致する

ような作業平面を作成することができます。 

 
 
 
 
 

   
 
 

クロス工具：工具の進入方向に W 軸が向きます 正面工具：工具の進入方向に W 軸が向き、フィ

ーチャの法線方向に U 軸が向きま

す。 

◇ 名前 
新規に作成される作業平面の名前を入力します。既に使用されている作業平面の名前を入力す

ることはできません。 
 
◇ 工具 

工具を選択します。[参照]ボタンにより“工具情報ダイアログ”が表示され、このダイアログで

工具を選択することもできます。 
 

◇ フィーチャ 
選択されたフィーチャが表示されます。ここでは表示を行うだけであり、フィーチャの選択や

フィーチャ名の変更を行うことはできません。 
 

◇ 反転 
作成された作業平面の法線ベクトルを反転させます。フィーチャの形状によっては、法線ベク

トルが正しい方向と逆の向きで作成される場合があります。このような場合には[反転]ボタンを

チェックし作業平面を反転させて下さい。 
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３－２－７ フィーチャ編集ウィンドウ 

フィーチャメニューの[編集]を選択すると、“フィーチャ編集ウィンドウ”が表示されます。このウ

ィンドウではフィーチャの形状を編集することができます。基本的な操作はツールバーとマウス右

クリックで開かれるメニューで行います。 

 
 
 
 
 

 注 意 
・ このウィンドウで編集できるフィーチャは旋削加工用のフィーチャのみとなります。 
・ 座標軸はESPRITのCAD画面とは異なり、横軸Z（左方向が＋）、縦軸X（上方向が＋）とな

ります。 

・ “フィーチャ編集ウィンドウ”で使用されるX値はすべて半径値です。 
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■ ツールバー 
◇ ファイルを開く  

形状ファイルを開きます。この時、編集中の形状は削除されてしまいますので注意して下さい。 
 

◇ ファイルに保存  
現在編集中の形状を形状ファイルに保存します。 
 

◇ 画面の移動  
画面の移動機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスを左クリックしながら移動させる

ことによって画面をスクロールさせることができます。 
 

◇ 矩形選択  
矩形選択機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスをクリックしながら移動させること

によって画面上に矩形を描画し、その矩形内の形状要素を選択します。 
 

◇ 画面サイズに合わせる  
形状が画面一杯になうように表示します。 
 

◇ 縮小  
１回押すごとに形状を約７０％の大きさに縮小して表示します。 
 

◇ 拡大  
１回押すごとに形状を約１５０％の大きさに拡大して表示します。 
 

◇ 選択拡大  
選択した範囲が画面一杯になるように拡大して表示します。 
 

◇ 連続線  
連続線の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックした位置を結ぶ連続線

を描画します。ON にした時は自動的に[線分]ボタンも ON になります。また OFF にしても[線
分]ボタンは ON のままとなります。線分の描画を終了するためには[線分]ボタンを OFF にして

下さい。 
 

◇ バック  
連続線の描画中に 後に描いた線分を削除します。 
 

◇ 点  
点の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした位置に点を描画しま

す。また、マウスの右クリックで“点の描画ダイアログ”を表示することができます。 
 

◇ 線分  
線分の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした２点間に線分を描

画します。また、マウスの右クリックで“線分の描画ダイアログ”を表示することができます。 
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◇ 水平／垂直線  
“水平線／垂直線ダイアログ”が表示され、水平線や垂直線を描画することができます。 
 

◇ 円  
円の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした点を中心としてエデ

ィットボックスに入力された半径値で円を描画します。 
 

◇ R 面取り  
Ｒ面取り機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックされた頂点を設定された半

径でＲ面取りします。 

 

 半径値：Ｒ面取りの半径値を入力します。 

 
◇ 移動  

“移動ダイアログ”を表示し、選択されている形状要素を移動します。 
 

◇ カット  
カット機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックされた形状要素の交点（端点）

の間を削除します。 

 
 

◇ 長さ修正  
長さ修正機能を ON／OFF します。ON の時には形状をマウスで左クリックし、そのクリック

位置に近いほうの端点を移動させることができます。[Shift]キーを押しながら実行した場合に

は、元の形状の延長線上に端点を移動させることができます。また、マウスの右クリックで“編

集ダイアログ”を表示することができます。 

 
線分をクリック   近い方の点が移動 [Shift]キーで延長線  左クリックで完了 
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◇ 回転  
形状要素を選択後、[回転]ボタンを押すと“回転角度ダイアログ”が表示され、選択された形状

を原点を中心に任意角度回転させることができます。 

 
 

◇ 削除  
選択されている形状要素を削除します。 
 

◇ 元に戻す  
入力操作を元に戻します。 
 

◇ やり直し  
元に戻す操作を取り消します。 
 

◇ 寸法  
寸法表示機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスでクリックされた２点間の寸法が表

示されます。 
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■ メニュー 
マウスの右クリックで次のようなメニューが表示されます。 

 
 
◇ 原点を中央に表示 

原点が画面中央にくるようにスクロールします。 
 

◇ 画面サイズに合わせる 
ツールバーの[画面サイズに合わせる]ボタンと同様です。 
 

◇ 移動／削除 
ツールバーの[移動]ボタン、[削除]ボタンと同様です。 
 

◇ 元に戻す／やり直し 
ツールバーの[元に戻す]ボタン、[やり直し]ボタンと同様です。 
 

◇ 上下反転 
形状全体を上下反転させます。 
 

◇ 左右反転 
形状全体を左右反転させます。 
 

◇ 90°回転 
形状全体を原点を中心にして左回りに９０度回転させます。 
 

◇ クリア 
全ての形状要素、「元に戻す」ための履歴を削除します。 
 

◇ プロパティ 
選択された形状要素の“プロパティダイアログ”が表示され、形状の開始点、終了点、長さ、

角度などを確認することができます。また、ここでパラメータを入力することにより、その形

状を編集することができます。 
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■ 点の描画ダアイログ 
点の描画機能が ON の時に、マウスの右クリックで“点の描画ダイアログ”が表示され、座標値を

入力することにより点を描画することができます。 

 
 
◇ Z、X 

Z 座標値、X 座標値（半径値）を入力します。キーボードの［上]、［下］テンキーを使用して Z、
X エディットボックス間でカーソルを移動させることができます。 
 

◇ 更新 
設定された位置に点を描画します。このときダイアログは閉じられません。［Enter］キーでも

同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
設定された位置に点を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
点の描画を取りやめます。 

 
 
ヒント：次の手順で連続して点を描画することができます。 

(1) 点の描画ダイアログを開く 
(2) Z入力 
(3) [下]テンキー 
(4) X入力 
(5) [Enter]キー 
(6) 点描画 
(7) Z入力 
 ： 
 ： 

以下この作業を繰り返します。 
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■ 線分の描画ダアイログ 
線分の始点を入力済み（クリック済み）で終点が入力待ちの時、マウスの右クリックで“線分の描

画ダイアログ”が表示されます。描画モードと設定値により終点を決定し線分を描画することがで

きます。 

 
 

◇ 垂直線  
始点から縦軸の正方向へ設定された長さの垂直線を描画します。キーボードの[F1]キーでも同

様の操作を行うことができます。 

◇ 水平線  
始点から横軸の正方向へ設定された長さの水平線を描画します。キーボードの[F2]キーでも同

様の操作を行うことができます。 

◇ 角度１  
始点から横軸の正方向へ設定された長さと角度の線分を描画します。キーボードの[F3]キーで

も同様の操作を行うことができます。 

◇ 角度２  
始点から縦軸の正方向へ設定された長さと角度の線分を描画します。キーボードの[F4]キーで

も同様の操作を行うことができます。 

◇ 終点座標   
設定された座標点を終点とする線分を描画します。キーボードの[F5]キーでも同様の操作を行

うことができます。 
 

◇ 反転 
線分の描画方向を反転します。キーボードの[F6]キーでも同様の操作を行うことができます。 

 
・垂直線：始点から縦軸の負方向へ線分を描画します。 
・水平線：始点から横軸の負方向へ線分を描画します。 
・角度１：始点から横軸の負方向へ線分を描画します。 
・角度２：始点から縦軸の負方向へ線分を描画します。 
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◇ 入力ボックス 
描画モードに合わせて長さ、角度、座標値を入力します。 
キーボードの［上]、［下］テンキーを使用してエディットボックス間でカーソルを移動させるこ

とができます。 
 

◇ 更新 
描画モードに合わせて線分を描画します。このときダイアログは閉じられません。キーボード

の［Enter］キーでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
描画モードに合わせて線分を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
線分の描画を取りやめます。 
 
 

ヒント：次の手順で連続して線分を描画することができます。 
(1) 連続線の描画をONにして線分の始点をクリックし、マウス右クリックで“線分の描画ダイア

ログ”を開きます。 
(2) [Ｆ#]キーで描画モード選択 
(3) 長さ入力 
(4) [下]テンキー 
(5) 角度入力 
(6) [Enter]キー 
(7) 線分描画 
(8) [Ｆ#]キーで描画モード選択 
 ： 
 ： 
以下この作業を繰り返します。 
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■ 水平線／垂直線ダイアログ 
[水平／垂直線]ボタンを選択すると“水平線／垂直線ダイアログ”が表示され、水平線、垂直線を

描画することができます。 

 
 
◇ 水平線 

水平線が通る X 座標値を入力します。キーボードの［下］テンキーで[垂直線]にカーソルを移

動させることができます。 
 

◇ 垂直線 
垂直線が通る Z 座標値を入力します。キーボードの［上］テンキーで[水平線]にカーソルを移動

させることができます。 
 

◇ 更新 
入力値に合わせて水平線／垂直線を描画します。このときダイアログは閉じられません。キー

ボードの［Enter］キーでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
水平線／垂直線を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
ダイアログを閉じます。 
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■ 移動ダイアログ 
形状要素を選択し、ツールバーの［移動］ボタンか、メニューで［移動］を選択すると“移動ダイ

アログ”が表示されます。移動量を入力することにより、選択中の形状要素を移動することができ

ます。 

 

 
◇ Z 移動量 

現在位置からの Z の移動量を入力します。 
 
◇ X 移動量 

現在位置からの X の移動量を入力します。 
 

◇ 原点へ移動 
“移動ダイアログ”を開く前に点アイテムが１つだけ選択されているときに使用可能となりま

す。選択された点が原点にくるように図形全体を移動します。 

 
 

◇ 隣接する形状も修正する 
形状要素を移動する時に、その編集結果に合わせて隣接する形状要素を修正します。 

 
◇ OK 

設定された移動を実行し、“移動ダイアログ”を閉じます。 
 

◇ キャンセル 
移動を取りやめて“移動ダイアログ”を閉じます。 
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■ 編集ダイアログ 
[長さの修正]の操作時、マウスの右クリックで“編集ダイアログ”が表示されます。形状要素の長

さまたは角度を修正することができます。 

 
 
◇ 基準点 

編集を行う時に固定する点を開始点／終了点から選択します。形状要素を選択するとき、マウ

スでクリックした位置に遠いほうの点がデフォルトの基準点となります。 
 
◇ 編集（長さ） 

形状要素の新しい長さを設定します。 
 
◇ 編集（角度） 

形状要素の新しい角度を設定します。 
 
◇ 隣接する形状も修正する 

形状要素を編集する時に、その編集結果に合わせて隣接する形状要素を修正します。 
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■ プロパティダイアログ 
メニューから[プロパティ]を選択すると“プロパティダイアログ”が表示されます。ここでパラメ

ータを入力することにより、その形状を編集することができます。 
 
(1) 編集を行うパラメータをマウスでクリックします。 

 
 

(2) エディットボックスが表示され、ここに新しい値を入力します。 

 
 

(3) [Enter]キーで入力を完了すると、入力された値に合わせて他のパラメータが更新されます。 

 
 

(4) [OK]ボタンでダイアログを終了すると新しいパラメータに合わせて形状が更新されます。 
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■ カーソル 
“フィーチャ編集ウィンドウ”では、作業状況やマウスカーソルの場所などによってカーソルの形

状が変わります。 
 

 通常のカーソルです。 

 点、原点、線分の開始点、終了点、円弧の中心点 付近にカーソルを移動させた時にこのよ

うな形状に変わります。このときマウスを左クリックすると、その点の位置が選択されます。 

 スクロール機能がONの時にこのような形状に変わります。 

 マウスの中央ボタンを押すとこのような形状に変わります。このときマウス中央ボタンのス

クロールで拡大表示、縮小表示が実行でき、また、マウス中央ボタンを押しながら移動させ

ると画面全体をスクロールさせることができます。 
 
 
 
 
注 記 
・ 通常のカーソルはパソコンの設定によって形状が異なる場合があります。 
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３－２－８ プロセスの保存／読み込み 

フィーチャメニューの[プロセスの読み込み]か[プロセスの保存]を選択するか、または、加工定義メ

ニューの[保存]を選択すると、“ファイルダイアログ”が表示され、プロセスの保存や読み込みを行

うことができます。 
 

■ プロセスの保存 
フィーチャメニューの[プロセスの保存]では、選択されているフィーチャに関連付けられている全

ての加工定義を加工順にプロセスファイルに保存することができます。また、加工定義メニューの

[保存]では、選択されている加工定義単体をプロセスファイルに保存することができます。 

 
 

 

 
 

“1 Ptop”フィーチャを選択し[プロセスの保存]を実行します 

加工定義にテクノロジー挿入が設定されて

いる場合、そのテクノロジー挿入も一緒に

プロセスファイルに保存されます 

プロセスファイルに保存される加工定義が加工順に表示されます 
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■ プロセスの読み込み 
フィーチャメニューの[プロセスの読み込み]では、選択されているフィーチャに対してプロセスフ

ァイルを読み込み、加工定義を作成することができます。 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

“1 Ptop”フィーチャを選択し[プロセスの読み込み]を実行します 

プロセスファイル“Tapping.prc”を選択すると、そのプロセスファイル内の

加工定義がリストに表示されます 
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プロセスファイルを読み込む時、各加工定義に対して工具を設定する必要があります。リスト内の

加工定義を選択し、[工具選択]ボタンを押すと“工具の選択ダイアログ”が表示され、工具を選択

することができます。 

 
 
工具を選択した後、[開く]ボタンを押すとプロセスファイル内の全ての加工定義を読み込むことが

できます。この時、[テクノロジー挿入も読み込む]ボタンをチェックすると、プロセスファイル内

の各加工定義に設定されているテクノロジー挿入も読み込むことができます。 
 

 
 

 
 
 
 
 

プロセスファイルの読み込みが完了し加工定義が作成されます 

注 記 
・ 読み込み先のフィーチャの形状によってはテクノロジー挿入が正しく作成されない場合が

あります。 

・ “プロセスファイルを開くダイアログ”でリスト内の加工定義を選択し、[編集]ボタンを押

すとESPRITの“テクノロジーダアイログ”が表示され、プロセスファイル内の加工定義を編

集することができます。 
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３－３ 工具マネージャ 

“工具マネージャ”にはツーリングに登録された工具の一覧が表示されます。 

 
 

■ 特徴 
・ 各工具の工具番号、タイプを示すアイコン、名前、刃先 R 、チップ幅、工具径、ジオメトリオ

フセット、角度、方向、コメントが表示されます。 
・ 刃先 R 、チップ幅、工具径、ジオメトリオフセット、角度、コメントは“工具マネージャ”か

ら直接編集することができます。 
・ 加工定義で使用されている工具には赤ひし形のアイコンが、使用されていない工具には青ひし

形のアイコンが表示されます。 
・ 主な操作はマウスの右クリックで表示されるメニューから行います。 
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３－３－１ メニュー 

“工具マネージャ”上でマウスの右クリックを行うと次のようなメニューが表示されます。 

 

 
◇ 編集 

“工具ダイアログ”が表示され、工具の編集を行うことができます。マウスのダブルクリック

でも同様の操作を行うことができます。詳細は「５．工具」を参照して下さい。 
 

◇ 名前変更 
“工具名の変更ダイアログ”が表示され、工具の名前の変更を行うことができます。既に使用

されている名前に変更することはできません。 
 

◇ 表示項目の設定 
“表示プロパティダイアログ”が表示され、“工具マネージャ”に表示されるプロパティの選択

を行います。チェックマークが付いている項目が“工具マネージャ”に表示されます。 

 
 
◇ ツーリング 

“ツーリングダイアログ”が表示されます。詳細は「６．ツーリング」を参照して下さい。 
 

◇ 削除 
選択されている工具を削除します。加工定義で使用されている工具は削除できません。 
 
 

 注 意 
・ 削除された工具はアンドゥで元に戻すことはできません。 
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３－３－２ プロパティの編集 

“工具マネージャ”に表示されている刃先 R 、チップ幅、工具径、ジオメトリオフセット、角度、

コメントは直接編集することができます。次の手順で編集を行います。 
 
(1) 編集する値をマウスでクリックします。 

 
 

(2) このとき、クリックした部分にエディットボックスが表示されます。 

 
 

(3) 値を入力します。 

 
 

(4) キーボードの［Enter］キーを押すと編集が完了します。 

 
 

(5) 編集をキャンセルする時には、ウィンドウ上の任意の場所をマウスでクリックして下さい。エ

ディットボックスが閉じ、値の入力がキャンセルされます。 
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４．マシンセットアップ 
 

４－１ マシンセットアップダイアログ 

メニューバーから[加工定義]の[共通加工定義]／[マシンセットアップ]を選択、または e-camo ツー

ルバーの[マシンセットアップ]を選択すると、“マシンセットアップダイアログ”が表示されます。

“マシンセットアップダイアログ”では、機械の選択、機械オプションの設定、材料の設定などを

行います。 
 

  
 

 
 
 
注 記 
・ 初めて“マシンセットアップダイアログ”を開くときには“システム単位の設定ダイアログ”

が表示されます。詳細は「４－２．システム単位の設定ダイアログ」を参照して下さい。 
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■ 機械設定 
◇ 機械 

使用する機械を選択します。 
 
◇ ガイドブッシュタイプ 

ガイドブッシュの種類を選択します。 
 
◇ 機械番号 

機械のシリアル番号を入力します。 
 
◇ 主軸アイドリング回転数 

アイドリング時のメインスピンドル回転数を設定します。 
 
◇ ボス長チャック長 

ボス長チャックを使用している場合にサブスピンドル端面から出ているツメの長さを設定しま

す。ボス長チャックを使用していない場合には 0 を入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 

■ 機械オプション（ＥＣＡＳ１２/２０の場合） 
機械オプションの選択を行います。リスト内の機械オプションを選択し、四角アイコンをマウスで

クリックすることにより選択／解除を設定します。選択できる機械オプションは次の通りです。 
 
◇ グリップ装置 

グリップ装置【57418】を選択します。この時、グリップ装置のアイコンがツーリングのＴ400
に登録されます。 

 
◇ パイプ排出装置 

パイプ排出装置を選択します。このオプションは製品セパレータＡ型、製品排出装置と同時に

選択することはできません。 
 
◇ 製品セパレータＡ型 

製品セパレータ装置Ａ型【57415】を選択します。この時、製品セパレータ装置Ａ型のアイコン

がツーリングの刃物台２に登録されます。このオプションはパイプ排出装置、製品排出装置と

同時に選択することはできません。 
 
◇ サブスピンドルエアブロー装置 

サブスピンドルエアブロー装置を選択します。 
 
◇ 製品排出検出装置 

製品排出検出装置を選択します。 
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◇ 製品排出装置 

製品排出装置を選択します。このオプションは製品セパレータＡ型、パイプ排出装置と同時に

選択することはできません。 
 
 

■ 機械オプション（ＥＣＡＳ３２Ｔの場合） 
機械オプションの選択を行います。リスト内の機械オプションを選択し、マウスのクリックにより

選択／解除を設定します。選択できる機械オプションは次の通りです。 
 
◇ グリップ装置 

グリップ装置を選択します。 
 
◇ パイプ排出装置 

パイプ排出装置を選択します。 
 
 

■ 材料設定 
◇ 材料タイプ 

材料のタイプを選択します。 
 
◇ 製品長 

製品の長さを設定します。 
 
◇ 初期スピンドル位置 

チャックまでの材料の長さを設定します。 
 
◇ 端面切り落とし量 

加工開始時に切り落とす端面の量を設定します。 
 
◇ 材料径 

材料の径を設定します。 
 
◇ 材料内径 

材料の内径を設定します。チューブ材の時に有効になります。 
 
 

■ 出力設定 
◇ プログラム名 

プログラム名を設定します。 
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４－２ システム単位の設定ダイアログ 

初めて“マシンセットアップダイアログ”を開くとき、“マシンセットアップダイアログ”が表示さ

れる前に“システム単位の設定ダイアログ”が表示されます。ここで加工定義のパラメータやＮＣ

コードで使用される単位を選択します。 
 

 
 
 
 
 

 注 意 
・ システム単位はメニューバーから[オプション]の[システム単位系]を選択することによって

変更することができます。しかし、作業途中でシステム単位を変更しても、機械情報、図形

情報、加工定義情報などの値は自動的に単位変換されませんので、マシンセットアップを実

行後にシステム単位の変更を行うことは推奨できません。 
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５-１ 

５．工具 
 
工具は、“旋削工具ダイアログ”および“ミリング工具ダイアログ”で作成することができます。 
これらのダイアログは“ツーリングダイアログ”、ESPRIT の[旋削工具]ツールバー、ESPRIT の[ミ
リング工具]ツールバーから開いて下さい。 
“ツーリングダイアログ”の詳細は「６．ツーリング」を参照して下さい。 
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５－１ 旋削工具ダイアログ 

旋削工具は“旋削工具ダイアログ”で作成することができます。 
 

 
 
注 記 
・ 次の工具タイプはe-camoの“旋削工具ダイアログ”で作成することは出来ません。 

[レイダウン]、[小径ターニング]、[小径溝切り]、[小径ボーリング] 
これらの工具はESPRITの[旋削工具]ツールバーからESPRITの工具ダイアログを開いて作

成します。また、これらの工具は機械シミュレーションでは正常に表示されない場合があり

ます。 
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◇ タイプ 
作成する工具タイプを下記のタイプから選択します。タイプによって入力するパラメータが異

なります。工具の編集時にはタイプの変更はできません。 
・ターニング 
・剣バイト 
・裏挽き 
・溝切り 
・ねじ切り 
・突切り 
・ボーリング 
・ボーリング溝切り 
・ボーリングねじ切り 
・カスタム（ターニング／溝切り） 
 
注 記 
・ [剣バイト]、[裏挽き]、[突切り]はESPRITのカスタム工具となります。 

 
◇ 工具プロパティ 

工具名や工具形状を決定するパラメータ等を入力します。詳細は次項の「工具プロパティ詳細」

を参照して下さい。 
 

◇ 保存先 
工具の保存先を選択します。工具は他の esp ファイルで再利用するために工具ファイルとして

保存することができます。詳細は「６－２．工具ライブラリ」を参照して下さい。 
 

◇ 詳細設定 
ESPRIT の工具ダイアログを開き詳細設定を行います。 
 

◇ OK 
工具を作成します。このとき次のようなメッセージが表示され“旋削工具ダイアログ”を閉じ

るか、続いて他の工具を作成するかを選択することができます。“旋削工具ダイアログ”を閉じ

るには、ここで［はい］をクリックします。 

 
 

◇ 閉じる 
工具を作成せずに“旋削工具ダイアログ”を閉じます。“旋削工具ダイアログ”右上の[×]ボタ

ンをクリックしたときも同様にダイアログを閉じます。 
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■ 工具プロパティ詳細 
◇ 工具名 

工具の名前を入力します。 
 

◇ 単位 
工具の入力単位が[インチ]／[メートル]で表示されます。e-camo の工具ダイアログでは単位の変

更は行えません。 
 

◇ スピンドル回転 
工具が使用できるスピンドルの回転方向を[オフ]／[反時計回り]／[時計回り]から選択します。 
 

◇ 工具勝手 
工具の勝手を[右]／[左]から選択します。下記の工具タイプで設定可能です。 
・ターニング 
・溝切り 
・ねじ切り 
・突切り 
 

◇ カスタムタイプ 
カスタム工具のタイプを[ターニング]／[溝切り]から選択します。 
 

◇ 基準刃先 
溝タイプの工具において、基準となる刃先位置を[右]／[左]から選択します。下記の工具タイプ

で設定可能です。 
・溝切り 
・突切り 
・ボーリング溝切り 
・カスタム（溝切り） 
 

◇ 工具形状 
工具タイプがカスタム以外の場合は工具形状が表示されます。工具タイプがカスタムの場合は

“カスタム工具作成ウィンドウ”を開き、カスタム工具の形状を描画します。“カスタム工具作

成ウィンドウ”の詳細は「５－３カスタム工具作成ウィンドウ」を参照して下さい。 
 

◇ その他形状パラメータ 
工具形状を決定するため、ダイアログに図示されている部分の寸法を設定します。工具タイプ

により設定内容が異なります。 
 

◇ コメント 
コメントを入力します。 
 



５-５ 

■ 旋削工具タイプ一覧 
 

◇ ターニング  

 
 

◇ 剣バイト  

 
 

◇ 裏挽き  

 
 



５-６ 

◇ 溝バイト  

 
 

◇ ねじ切り  

 
 

◇ 突切り  

  
工具勝手を変更すると、工具図が切り替わります。 
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◇ ボーリング  

 
 

◇ ボーリング溝  

 
 

◇ ボーリングねじ  

 
 



５-８ 

◇ カスタム  

・カスタムタイプ：ターニング 

 
 
・カスタムタイプ：溝切り 

 
カスタムタイプを変更すると設定内容と工具図が切り替わります。 
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５－２ ミリング工具ダイアログ 

ミリング工具は“ミリング工具ダイアログ”で作成することができます。 
 

 
 
注 記 
・ 次の工具タイプはe-camoの“ミリング工具ダイアログ”で作成することは出来ません。 

[ブルノーズエンドミル]、[テーパーエンドミル]、[チャンファエンドミル]、[コーナーエン

ドミル] 、[ホゾ型エンドミル]、[ボーリングバー]、[スロットミル] 
これらの工具はESPRITの[ミリング工具]ツールバーからESPRITの工具ダイアログを開い

て作成します。また、これらの工具は機械シミュレーションでは正常に表示されない場合が

あります。 

 



５-１０ 

◇ タイプ 
作成する工具タイプを下記のタイプから選択します。タイプによって入力するパラメータが異

なります。工具の編集時にはタイプの変更はできません。 
・ドリル 
・センタドリル 
・エンドミル 
・ボールエンドミル 
・タップ 
・ねじ切り 
・リーマ 
・フェースミル 
・カスタムミル 

 
◇ 工具プロパティ 

工具名や工具形状を決定するパラメータ等を入力します。詳細は次項の「工具プロパティ詳細」

を参照して下さい。 
 

◇ 保存先 
工具の保存先を選択します。工具は他の esp ファイルで再利用するために工具ファイルとして

保存することができます。詳細は「６－２．工具ライブラリ」を参照して下さい。 
 

◇ 詳細設定 
ESPRIT の工具ダイアログを開き詳細設定を行います。 
 

◇ OK 
工具を作成します。このとき次のようなメッセージが表示され“ミリング工具ダイアログ”を

閉じるか、続いて他の工具を作成するかを選択することができます。“ミリング工具ダイアロ

グ”を閉じるには、ここで［はい］をクリックします。 

 
 

◇ 閉じる 
工具を作成せずに“ミリング工具ダイアログ”を閉じます。“ミリング工具ダイアログ”右上の

[×]ボタンをクリックしたときも同様にダイアログを閉じます。 
 



５-１１ 

■ 工具プロパティ詳細 
◇ 工具名 

工具の名前を入力します。 
 

◇ 単位 
工具の入力単位が[インチ]／[メートル]で表示されます。e-camo の工具ダイアログでは単位の変

更は行えません。 
 

◇ 工具方向 
工具の切れ刃方向を選択します。 
 

◇ 工具形状 
工具タイプがカスタムミル以外の場合は工具形状が表示されます。工具タイプがカスタムミル

の場合は“カスタム工具作成ウィンドウ”を開き、カスタム工具の形状を描画します。“カスタ

ム工具作成ウィンドウ”の詳細は「５－３カスタム工具作成ウィンドウ」を参照して下さい。 
 

◇ その他形状パラメータ 
工具形状を決定するため、ダイアログに図示されている部分の寸法を設定します。工具タイプ

により設定内容が異なります。 
 

◇ ピッチ 
タップあるいはねじ切りのピッチを入力します。 
 

◇ コメント 
コメントを入力します。 
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■ ミリング工具タイプ一覧 

◇ ドリル  

 
 

◇ センタドリル  

 
 

◇ エンドミル  
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◇ ボールエンドミル  

 
 

◇ タップ  

 
 

◇ ねじ切り  
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◇ リーマ  

 
 

◇ フェースミル  

 
 

◇ カスタムミル  
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５－３ カスタム工具作成ウィンドウ 

“旋削工具ダイアログ”で工具タイプが“カスタム”の時、または“ミリング工具ダイアログ”で

工具タイプが“カスタムミル”の時に [工具形状]ボタンを選択すると、“カスタム工具作成ウィン

ドウ”が表示されます。このウィンドウではカスタム工具の形状を作成することができます。基本

的な操作はツールバーとマウス右クリックで開かれるメニューで行います。 
 

 
 
 
 
 

 注 意 
・ 座標軸はESPRITのCAD画面とは異なり、横軸X（右方向が＋）、縦軸Y（下方向が＋）とな

ります。 
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■ ツールバー 
◇ ファイルを開く  

形状ファイルを開きます。この時、編集中の形状は削除されてしまいますので注意して下さい。 
 

◇ ファイルに保存  
現在編集中の形状を形状ファイルに保存します。 
 

◇ 画面の移動  
画面の移動機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスを左クリックしながら移動させる

ことによって画面をスクロールさせることができます。 
 

◇ 矩形選択  
矩形選択機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスをクリックしながら移動させること

によって画面上に矩形を描画し、その矩形内の形状要素を選択します。 
 

◇ 画面サイズに合わせる  
形状が画面一杯になうように表示します。 
 

◇ 縮小  
１回押すごとに形状を約７０％の大きさに縮小して表示します。 
 

◇ 拡大  
１回押すごとに形状を約１５０％の大きさに拡大して表示します。 
 

◇ 選択拡大  
選択した範囲が画面一杯になるように拡大して表示します。 
 

◇ 連続線  
連続線の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックした位置を結ぶ連続線

を描画します。ON にした時は自動的に[線分]ボタンも ON になります。また OFF にしても[線
分]ボタンは ON のままとなります。線分の描画を終了するためには[線分]ボタンを OFF にして

下さい。 
 

◇ バック  
連続線の描画中に 後に描いた線分を削除します。 
 

◇ 点  
点の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした位置に点を描画しま

す。また、マウスの右クリックで“点の描画ダイアログ”を表示することができます。 
 

◇ 線分  
線分の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした２点間に線分を描

画します。また、マウスの右クリックで“線分の描画ダイアログ”を表示することができます。 
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◇ 水平／垂直線  
“水平線／垂直線ダイアログ”が表示され、水平線や垂直線を描画することができます。 
 

◇ 円  
円の描画機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスで左クリックした点を中心としてエデ

ィットボックスに入力された半径値で円を描画します。 
 

◇ R 面取り  
Ｒ面取り機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックされた頂点を設定された半

径でＲ面取りします。 

 

 半径値：Ｒ面取りの半径値を入力します。 

 
◇ 移動  

“移動ダイアログ”を表示し、選択されている形状要素を移動します。 
 

◇ カット  
カット機能を ON／OFF します。ON の時にはマウスでクリックされた形状要素の交点（端点）

の間を削除します。 

 
 

◇ 長さ修正  
長さ修正機能を ON／OFF します。ON の時には形状をマウスで左クリックし、そのクリック

位置に近いほうの端点を移動させることができます。[Shift]キーを押しながら実行した場合に

は、元の形状の延長線上に端点を移動させることができます。また、マウスの右クリックで“編

集ダイアログ”を表示することができます。 

 
線分をクリック   近い方の点が移動 [Shift]キーで延長線  左クリックで完了 
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◇ 回転  
形状要素を選択後、[回転]ボタンを押すと“回転角度ダイアログ”が表示され、選択された形状

を原点を中心に任意角度回転させることができます。 

 
 

◇ 削除  
選択されている形状要素を削除します。 
 

◇ 元に戻す  
入力操作を元に戻します。 
 

◇ やり直し  
元に戻す操作を取り消します。 
 

◇ 刃先 R  
旋削工具の作成の際に表示されます。“刃先 R の設定ダイアログ”を表示し、形状に刃先 R を

作成します。 
 

◇ チップ形状  
旋削工具の作成の際に表示されます。“チップ形状ダイアログ”を表示し、チップ形状を作成し

ます。タイプは[ターニング]／[溝切り]／[ねじ切り]から選択します。 
 

◇ ホルダ形状  
旋削工具の作成の際に表示されます。“ホルダ形状ダイアログ”を表示し、ホルダ形状を作成し

ます。 
 

◇ ドリル形状  
ミリング工具の作成の際に時に表示されます。“ドリル工具形状ダイアログ”を表示し、ドリル

工具形状を作成します。 
 

◇ 寸法  
寸法表示機能を ON／OFF します。ON の時には、マウスでクリックされた２点間の寸法が表

示されます。 
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■ メニュー 
マウスの右クリックで次のようなメニューが表示されます。 

 
 
◇ 原点を中央に表示 

原点が画面中央にくるようにスクロールします。 
 

◇ 画面サイズに合わせる 
ツールバーの[画面サイズに合わせる]ボタンと同様です。 
 

◇ 移動／削除 
ツールバーの[移動]ボタン、[削除]ボタンと同様です。 
 

◇ 元に戻す／やり直し 
ツールバーの[元に戻す]ボタン、[やり直し]ボタンと同様です。 
 

◇ 上下反転 
形状全体を上下反転させます。 
 

◇ 左右反転 
形状全体を左右反転させます。 
 

◇ 90°回転 
形状全体を原点を中心にして左回りに９０度回転させます。 
 

◇ クリア 
全ての形状要素、「元に戻す」ための履歴を削除します。 
 

◇ プロパティ 
選択された形状要素の“プロパティダイアログ”が表示され、形状の開始点、終了点、長さ、

角度などを確認することができます。また、ここでパラメータを入力することにより、その形

状を編集することができます。 
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■ 点の描画ダイアログ 
点の描画機能が ON の時に、マウスの右クリックで“点の描画ダイアログ”が表示され、座標値を

入力することにより点を描画することができます。 

 
 
◇ X、Y 

X 座標値、Y 座標値を入力します。キーボードの［上]、［下］テンキーを使用して X、Y エディ

ットボックス間でカーソルを移動させることができます。 
 

◇ 更新 
設定された位置に点を描画します。このときダイアログは閉じられません。［Enter］キーでも

同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
設定された位置に点を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
点の描画を取りやめます。 

 
 
ヒント：次の手順で連続して点を描画することができます。 

(1) 点の描画ダイアログを開く 
(2) X入力 
(3) [下]テンキー 
(4) Y入力 
(5) [Enter]キー 
(6) 点描画 
(7) X入力 
 ： 
 ： 

以下この作業を繰り返します。 
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■ 線分の描画ダイアログ 
線分の始点を入力済み（クリック済み）で終点が入力待ちの時、マウスの右クリックで“線分の描

画ダイアログ”が表示されます。描画モードと設定値により終点を決定し線分を描画することがで

きます。 

 
 

◇ 垂直線  
始点から縦軸の正方向へ設定された長さの垂直線を描画します。キーボードの[F1]キーでも同

様の操作を行うことができます。 

◇ 水平線  
始点から横軸の正方向へ設定された長さの水平線を描画します。キーボードの[F2]キーでも同

様の操作を行うことができます。 

◇ 角度１  
始点から横軸の正方向へ設定された長さと角度の線分を描画します。キーボードの[F3]キーで

も同様の操作を行うことができます。 

◇ 角度２  
始点から縦軸の正方向へ設定された長さと角度の線分を描画します。キーボードの[F4]キーで

も同様の操作を行うことができます。 

◇ 終点座標   
設定された座標点を終点とする線分を描画します。キーボードの[F5]キーでも同様の操作を行

うことができます。 
 

◇ 反転 
線分の描画方向を反転します。キーボードの[F6]キーでも同様の操作を行うことができます。 

 
・垂直線：始点から縦軸の負方向へ線分を描画します。 
・水平線：始点から横軸の負方向へ線分を描画します。 
・角度１：始点から横軸の負方向へ線分を描画します。 
・角度２：始点から縦軸の負方向へ線分を描画します。 
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◇ 入力ボックス 
描画モードに合わせて長さ、角度、座標値を入力します。 
キーボードの［上]、［下］テンキーを使用してエディットボックス間でカーソルを移動させるこ

とができます。 
 

◇ 更新 
描画モードに合わせて線分を描画します。このときダイアログは閉じられません。キーボード

の［Enter］キーでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
描画モードに合わせて線分を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
線分の描画を取りやめます。 
 
 

ヒント：次の手順で連続して線分を描画することができます。 
(1) 連続線の描画をONにして線分の始点をクリックし、マウス右クリックで“線分の描画ダイア

ログ”を開きます。 
(2) [Ｆ#]キーで描画モード選択 
(3) 長さ入力 
(4) [下]テンキー 
(5) 角度入力 
(6) [Enter]キー 
(7) 線分描画 
(8) [Ｆ#]キーで描画モード選択 
 ： 
 ： 
以下この作業を繰り返します。 
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■ 水平線／垂直線ダイアログ 
[水平／垂直線]ボタンを選択すると“水平線／垂直線ダイアログ”が表示され、水平線、垂直線を

描画することができます。 

 
 
◇ 水平線 

水平線が通る Y 座標値を入力します。キーボードの［下］テンキーで[垂直線]にカーソルを移

動させることができます。 
 

◇ 垂直線 
垂直線が通る X 座標値を入力します。キーボードの［上］テンキーで[水平線]にカーソルを移

動させることができます。 
 

◇ 更新 
入力値に合わせて水平線／垂直線を描画します。このときダイアログは閉じられません。キー

ボードの［Enter］キーでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ OK 
水平線／垂直線を描画しダイアログを閉じます。 
 

◇ キャンセル 
ダイアログを閉じます。 
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■ 移動ダイアログ 
形状要素を選択し、ツールバーの［移動］ボタンか、メニューで［移動］を選択すると“移動ダイ

アログ”が表示されます。移動量を入力することにより、選択中の形状要素を移動することができ

ます。 

 

 
◇ X 移動量 

現在位置からの X の移動量を入力します。 
 
◇ Y 移動量 

現在位置からの Y の移動量を入力します。 
 

◇ 原点へ移動 
“移動ダイアログ”を開く前に点アイテムが１つだけ選択されているときに使用可能となりま

す。選択された点が原点にくるように図形全体を移動します。 

 
 

◇ 隣接する形状も修正する 
形状要素を移動する時に、その編集結果に合わせて隣接する形状要素を修正します。 

 
◇ OK 

設定された移動を実行し、“移動ダイアログ”を閉じます。 
 

◇ キャンセル 
移動を取りやめて“移動ダイアログ”を閉じます。 
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■ 編集ダイアログ 
[長さの修正]の操作時、マウスの右クリックで“編集ダイアログ”が表示されます。形状要素の長

さまたは角度を修正することができます。 

 
 
◇ 基準点 

編集を行う時に固定する点を開始点／終了点から選択します。形状要素を選択するとき、マウ

スでクリックした位置に遠いほうの点がデフォルトの基準点となります。 
 
◇ 編集（長さ） 

形状要素の新しい長さを設定します。 
 
◇ 編集（角度） 

形状要素の新しい角度を設定します。 
 
◇ 隣接する形状も修正する 

形状要素を編集する時に、その編集結果に合わせて隣接する形状要素を修正します。 
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■ 刃先Ｒの設定ダイアログ 
[刃先Ｒ]ボタンを選択すると“刃先Ｒの設定ダイアログ”が表示されます。設定された刃先Ｒを作

成し、刃先Ｒ中心が原点にくるように図形全体を移動します。 

 
 
 
◇ 半径 

刃先Ｒの値を設定します。 
 
◇ OK 

設定された刃先Ｒを作成し“刃先Ｒの設定ダイアログ”を閉じます。 
 
◇ キャンセル 

移動を取りやめて“刃先Ｒの設定ダイアログ”を閉じます。 
 

注 記 
・ 原点に刃先が描かれていない工具形状では刃先Ｒが正しく作成されない場合があります。 
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■ チップ形状ダイアログ 
[チップ形状]ボタンを選択すると“チップ形状ダイアログ”が表示されます。チップ形状のタイプ

と形状パラメータによりチップ形状を描画することができます。 
 
◇ タイプ 

[ターニング]／[溝切り]／[ねじ切り]から選択します。 
 
・ターニング 

 
 
・溝切り 

 
 
・ねじ切り 

 
 
◇ OK 

設定されたチップ形状を作成し“チップ形状ダイアログ”を閉じます。 
 
◇ キャンセル 

作成を取りやめて“チップ形状ダイアログ”を閉じます。 
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■ ホルダ形状ダイアログ 
[ホルダ形状]ボタンを選択すると“ホルダ形状ダイアログ”が表示されます。形状パラメータによ

りホルダ形状を描画することができます。 

 
 
◇ OK 

設定されたホルダ形状を作成し“ホルダ形状ダイアログ”を閉じます。 
 
◇ キャンセル 

作成を取りやめて“ホルダ形状ダイアログ”を閉じます。 
 

■ ドリル工具形状ダイアログ 
[ドリル形状]ボタンを選択すると“ドリル形状ダイアログ”が表示されます。形状パラメータによ

りドリル形状を描画することができます。 

 
 
◇ OK 

設定されたドリル工具形状を作成し“ドリル工具形状ダイアログ”を閉じます。 
 
◇ キャンセル 

作成を取りやめて“ドリル工具形状ダイアログ”を閉じます。 
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■ プロパティダイアログ 
メニューから[プロパティ]を選択すると“プロパティダイアログ”が表示されます。ここでパラメ

ータを入力することにより、その形状を編集することができます。 
 
(1) 編集を行うパラメータをマウスでクリックします。 

 
 

(2) エディットボックスが表示され、ここに新しい値を入力します。 

 
 

(3) [Enter]キーで入力を完了すると、入力された値に合わせて他のパラメータが更新されます。 

 
 

(4) [OK]ボタンでダイアログを終了すると新しいパラメータに合わせて形状が更新されます。 
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■ カーソル 
“カスタム工具作成ウィンドウ”では、作業状況やマウスカーソルの場所などによってカーソルの

形状が変わります。 
 

 通常のカーソルです。 

 点、原点、線分の開始点、終了点、円弧の中心点 付近にカーソルを移動させた時にこのよ

うな形状に変わります。このときマウスを左クリックすると、その点の位置が選択されます。 

 スクロール機能がONの時にこのような形状に変わります。 

 マウスの中央ボタンを押すとこのような形状に変わります。このときマウス中央ボタンのス

クロールで拡大表示、縮小表示が実行でき、また、マウス中央ボタンを押しながら移動させ

ると画面全体をスクロールさせることができます。 
 
注 記 
・ 通常のカーソルはパソコンの設定によって形状が異なる場合があります。 
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■ カスタム工具の作成規則 
カスタム工具の作成では幾つかの規則に従わなければなりません。この規則に反するようなカスタ

ム工具を作成した場合、シミュレーションで正しく表示されない場合があります。 
 
◇ 規則１ 

刃先が原点にある形状を作成する。 

 
 
注 記 
・ 刃先Ｒがある工具の場合は刃先Ｒ中心が原点になければなりません。[刃先Ｒ]ボタンで刃先R

の設定を行うと、自動的に刃先Ｒ中心が原点に移動します。 

 
◇ 規則２ 

旋削工具は一筆書きの閉じた形状になるように、穴あけ工具は連続した一つの線になるように

形状を作成する。 
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◇ 規則３ 
決められた方向で形状を作成する。 
・一般的な旋削工具、ボーリングバイトはシャンクが下側、刃先が上向きになるように描く。 

 
 

・穴あけ工具は原点を刃先として中心線より下側部分のみ描く。 

 
 

注 記 
・ 刃先Ｒ以外に円弧を含む工具形状の場合、ESPRITのシミュレーションでは工具が表示されな

い場合があります。その場合でもe-camoの機械シミュレーションでは工具が表示されます。
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６．ツーリング 
 

６－１ ツーリングダイアログ 

e-camo ツールバーの[ツーリング]を選択、またはプロジェクトマネージャの“工具マネージャ”の

ドロップダウンメニューから[ツーリング]を選択すると、“ツーリングダイアログ”が表示されます。

“ツーリングダイアログ”では、工具の作成、工具の取り付け位置の設定、ジオメトリオフセット

の設定などを行います。“ツーリングダイアログ”では、ウィンドウ左側に“ツーリングツリー”が、

右側に“工具ライブラリ”が表示されます。 
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６－２ 工具ライブラリ 

“工具ライブラリ”では、工具ファイル／工具データの管理、工具ファイルの作成、工具形状の確

認などを行います。作成された工具は全てこの“工具ライブラリ”に保存され、ここから“ツーリ

ングツリー”に対して工具の登録を行います。“工具ライブラリ”は“フォルダリスト”、“工具リス

ト”、“工具形状ウィンドウ”の３つのウィンドウで構成されています。これらのウィンドウはその

大きさを自由に変更することができます。 

 
 
 

■ 工具ファイルと工具データの違い 
工具ファイルとは Esprit の ToolLibrary ファイルのことを、工具データとは ESPRIT のメモリ上

に作成された工具データのことを示します。 
 
 工具ファイル 工具データ 
タイプ ESPRITのToolLibraryファイル ESPRITのメモリ上に作成されたツーリン

グツリーに登録されていない工具データ 
作成方法 “ツーリングダイアログ”の 

[旋削工具の作成] 
[ミリング工具の作成] 

ボタンを使用して作成します。 

ESPRITの 
[旋盤工具] 
[ミリング工具] 

ツールバーから作成します。 
データの保持 ESPRITを終了しても、工具ファ

イルはそのまま保持されます。 
ESPRITを終了、もしくは、ドキュメント

を閉じたときにその工具データも消去され

てしまいます。 
ただし、ESPファイルに保存した場合には、

工具データも保存されます。 

フォルダリスト 工具形状ウィンドウ 

工具リスト 
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６－２－１ フォルダリスト 

工具ファイル、工具データが格納されているフォルダがツリー状に表示されます。ここで[工具ファ

イル]フォルダ  以下を選択すると工具ファイルの一覧が、[工具データ]フォルダ  を選択する

とツーリング未登録の工具データの一覧が、“工具リスト”に表示されます。マウス右クリックで次

のようなメニューが表示されます。 

 
 
◇ 新規フォルダの作成 

選択されているフォルダの下に新しいフォルダを作成します。 
 
◇ 名前の変更 

選択されているフォルダの名前を変更します。 
 
◇ 旋削工具の作成 

“旋削工具ダイアログ”を開き、工具ファイルの作成を行います。[旋削工具の作成]ボタンでも

同様の操作を行うことができます。 
 
◇ ミリング工具の作成 

“ミリング工具ダイアログ”を開き、工具ファイルの作成を行います。[ミリング工具の作成]
ボタンでも同様の操作を行うことができます。 

 
◇ インポート 

e-camo2.10 以前の工具ファイル、SD-EDITOR の工具ファイルを読み込みます。読み込まれた

工具ファイルはカスタム工具として保存され、e-camo3.0 で使用することができます。詳細は

「６－２－５ 工具のインポート」を参照して下さい。 
 
◇ 削除 

選択されているフォルダと、その下にある全てのフォルダ、工具を削除します。削除されたフ

ォルダと工具は Windows のごみ箱へ送られます。 
 
ヒント： Windows のごみ箱で［元に戻す］を実行すれば、削除したフォルダ、工具を復元す

ることができます。 
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６－２－２ 工具リスト 

“フォルダリスト”で[工具ファイル]アイコン  以下を選択すると工具ファイルの一覧が、[工具

データ]アイコン  を選択するとツーリング未登録の工具データの一覧が表示されます。ここで工

具を選択すると、“工具形状ウィンドウ”にその工具の形状が表示されます。マウス右クリックで次

のようなメニューが表示されます。 

 
 
◇ ツーリング 

工具を“ツーリングツリー”の選択されたＴ番号の位置に登録します。ここには工具が取り付

け可能なＴ番号のみが表示されます。 
 
◇ 編集 

“工具ダイアログ”が表示され、工具の編集を行うことができます。マウスのダブルクリック

でも同様の操作を行うことができます。“工具ダイアログ”の詳細は「５．工具」を参照して下

さい。 
 
ヒント： 工具を編集する時に、工具名称を変更すると新しい工具を作成することができます。 
 例： 

(1) 工具「NTK-35-R0」を編集するために“工具ダイアログ”を開きます。 
(2) 工具名を「NTK-35-R005」に変更し、ノーズ R を 0.05 に変更します。 
(3) ＯＫボタンで“工具ダイアログ”を閉じます。 
(4) 工具「NTK-35-R0」はそのまま残り、新たに「NTK-35-R005」（ノーズR =0.05）

が作成されます。 
 
◇ 名前の変更 

工具名の変更を行います。 

 
 
◇ 削除 

選択されている工具を削除します。[Delete]キーでも同様の操作を行うことができます。削除さ

れた工具は Windows のごみ箱へ送られます。 
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６－２－３ 工具の移動 

“工具リスト”から“フォルダリスト”に工具ファイルアイコンをドラッグすると、その工具をド

ラッグ先のフォルダに移動させることができます。 
また同様に、“工具リスト” から“フォルダリスト”に工具データアイコンをドラッグすると、そ

の工具データを工具ファイルに保存することができます。 

 
 
上の図では工具データ“Drill”を“Millingフォルダ”に保存しています。このように工具ファイ

ルに保存された工具データは、ESPRITを終了しても消えることがありません。 
 
 
注 記 
・ [Ctrl]キーを押しながらこの操作を行うと、工具ファイルをコピーすることができます。 
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６－２－４ 工具の作成 

[旋削工具の作成]ボタン、[ミリング工具の作成]ボタンまたは、“フォルダリスト”の[旋削工具の作

成]メニュー、[ミリング工具の作成]メニューを選択すると“工具ダイアログ”が表示され、工具フ

ァイルを作成することができます。また、ESPRIT の[旋盤工具]ツールバー、[ミリング工具]ツール

バーの各工具ボタンを選択すると、同様に“工具ダイアログ”が表示され、工具データを作成する

ことができます。“工具ダイアログ”の詳細は「５．工具」を参照して下さい。 
 

■ 工具ファイルの作成例 

    
 
 

 

[旋削工具の作成]ボタンを選択 

“工具ダイアログ”が表示され 
工具名に「Groove」を入力 
保存先に「Turning」を選択 

「Turning」フォルダ下に 
「Groove」工具ファイルが作成される 
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■ 工具データの作成例 

  
 
 

 
 
 
 
注 記 
・ 工具ファイル、工具データ共に、作成しただけではそれらを加工定義に使用することはでき

ません。これら工具を加工定義に使用する場合には、ツーリングへの登録を行って下さい。

ツーリングへの工具の登録に関しては、「６－３－１ 工具の登録」を参照して下さい。 

 

[旋盤工具]ツールバーの 
[溝切りチップ]ボタンを選択 

“工具ダイアログ”が表示され 
工具名に「Groove」を入力 

「工具データ」フォルダ下に 
「Groove」工具データが作成される 
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６－２－５ 工具のインポート 

e-camo2.1 以前の工具ファイル、または、SD-EDITOR の工具ファイルを読み込んで使用すること

ができます。次の手順に従って工具ファイルの読み込みを行います。 
 
(1) “フォルダリスト”で工具の読み込みを行うフォルダを選択し、そのフォルダ上から[インポー

ト]メニューを選択します。 

 
 

(2) “e-camo2.1/SD-Editor の工具ファイルを読み込むダイアログ”が表示されます。ここで[参照]
ボタンを選択して表示される“参照ダイアログ”で読み込み元フォルダを決定するか、または、

直接[読み込み元]エディットボックスに工具ファイルが格納されているフォルダのパスを書き

込みます。 
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(3)  “参照ダイアログ”で読み込み元フォルダを選択します。 

 
 
◇ e-camo2.1 の工具フォルダ 

コンピュータ内で e-camo2.0 の工具フォルダを自動的に検索し、その結果を[読み込み元]エ
ディットボックスに書き込みます。 

 
◇ SD-Editor の工具フォルダ 

コンピュータ内で SD-Editor の工具フォルダを自動的に検索し、その結果を[読み込み元]エ
ディットボックスに書き込みます。 

 
◇ 工具フォルダ 

“フォルダの選択ダイアログ”が表示され、手動で工具ファイルが格納されているフォルダ

を選択します。 
 
◇ 工具ファイル 

“ファイルを開くダイアログ”が表示され、手動で工具ファイル単体を選択します。 
 

(4) [開始]ボタンを選択し、[読み込み元]エディットボックスに書き込まれているフォルダ、および

その下の全てのフォルダ内の工具ファイルを読み込みます。読み込み終了後、読み込みに失敗

した工具ファイルがある場合には、その名称がダイアログのリスト内に表示されます。 
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(5) 読み込み元のフォルダと同じフォルダ構成で工具ファイルの読み込みが完了します。 

 
 
 
 
注 記 
・ SD-Editorの工具ファイルは全てESPRITのカスタム工具として読み込まれます。 
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６－３ ツーリングツリー 

“ツーリングツリー”には、ホルダ、工具の取り付け状況がツリー状に表示されます。 

 
 
“ツーリングツリー”は次のような特徴をもっています。 

・刃物台－ホルダ（スリーブ）－工具の関係がツリー状で表示されます。 
・“工具リスト”から工具アイコンをドラッグすることにより工具を登録することができます。 
・工具アイコンのドラッグ＆ドロップにより取り付け位置の編集を行うことができます。 
・ジオメトリオフセットの設定を行うことができます。 
・基本的な操作はマウス右クリックで表示されるメニューで行います。 
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■ ツーリングツリーメニュー 
“ツーリングツリー”のアイコン上でマウス右クリックを行うと次のようなメニューを開くことが

できます。 

    
取り付け位置アイコン上でのメニュー  工具アイコン上でのメニュー 
 
◇ ホルダの選択 

“ホルダ／スリーブの登録ダイアログ”が表示されます。ここでタレットに取り付けるホルダ

を選択します。マウスのダブルクリックでも同様の操作を行うことができます。また、リスト

に表示されるホルダのタイプをダイアログ上部のボタンで選択することが出来ます。ボタンは

左から［全て］、［バイトホルダ］、［スリーブホルダ］、［回転工具ユニット］、［スリーブ］、［そ

の他］となります。 

 
 
◇ 工具データの編集 

“工具ダイアログ”が表示され、工具の編集を行うことができます。“工具ダイアログ”の詳細

は「５．工具」を参照して下さい。 
 

◇ ジオメトリオフセットの設定 
“ジオメトリオフセットダイアログ”が表示され、ジオメトリオフセットの設定を行うことが

できます。詳細は「６－３－３ ジオメトリオフセットの設定」を参照して下さい。 
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◇ コピー 
ホルダや工具、または、ホルダ／工具を同時にコピーすることができます。[CTRL＋C]キーで

も同様の操作を行うことができます。 
 

◇ 貼り付け 
コピーされたホルダ、工具を貼り付けます。このとき工具の名前には自動的に番号がつけられ

ます。[Ctrl＋V]キーでも同様の操作を行うことができます。 

 
 

T300 のスリーブホルダ、スリーブ、

工具をまとめてコピー 

T400 に貼り付け 

工具名は自動的に番号付けされ、

スリーブホルダ、スリーブ、工具

がまとめて貼り付けされる 
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◇ ツーリングの保存 
“ファイルの保存ダイアログ”が表示され、ツーリングの設定内容をツーリングファイルに保

存することができます。また保存されているツーリングファイルの工具構成を確認することが

できます。[保存]ボタンでも同様の操作を行うことができます。 

 
 

◇ ツーリングを開く 
“ファイルを開くダイアログ”が表示され、ツーリングの設定内容を読み込むことができます。

[開く]ボタンでも同様の操作を行うことができます。 
 

◇ 削除の取り消し 
削除されたホルダ、スリーブ、工具を元に戻します。[Ctrl＋Z]キーでも同様の操作を行うこと

ができます。 
 

◇ 削除 
選択されているホルダ、スリーブ、工具を削除します。[Delete]キーでも同様の操作を行うこと

ができます。加工定義に使用されている工具は削除することができません。 
 
 
注 記 
・ 現在選択されている機械とツーリングファイルに保存されている機械が異なる場合にはツ

ーリングファイルを開くことはできません。 

・ 加工定義がひとつでも作成済みであるときにはツーリングファイルを開くことはできませ

ん。 
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６－３－１ 工具の登録 

“ツーリングツリー”に工具を登録すると、その工具を加工定義で使用することができます。登録

の方法は次の２通りがあります。 
 
◇ ドラッグ＆ドロップ 

“工具リスト”で工具を選択し、その工具アイコンを“ツーリングツリー”の取り付け位置ア

イコン   にドラッグ＆ドロップします。このとき、“ツーリングツリー”ではホルダ（スリ

ーブ）が登録済みでなければなりません。 

 
 

◇ メニュー 
“工具リスト”で工具を選択し、[ツーリング]メニューで取り付け先の工具番号を選択します。 
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６－３－２ 自動作成工具 

[スロッティングユニット]と[ダイススリーブ]を“ツーリングツリー”に取り付けた場合には、自動

的に[スロッター工具]と[ダイス工具]も作成されます。これらの工具は特殊な形状のため、通常の“工

具ダイアログ”では作成、編集することができません。これらの工具の編集には、専用の“工具の

編集ダイアログ”が使用されます。 
 

 
 
◇ スロッターの工具編集ダイアログ 

 
 

◇ ダイスの工具編集ダイアログ 
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６－３－３ ジオメトリオフセットの設定 

“ジオメトリオフセットダイアログ”を使用してジオメトリオフセット、工具の角度、工具の取り

付け方向の設定を行うことができます。“ジオメトリオフセットダイアログ”は、工具のタイプごと

に次のような画面を持ちます。 
 
● 旋削工具 

 

 
● ミリング工具 
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● ボーリングバイト 

 
 
◇ Ｘ、Ｙ、Ｚ 

ジオメトリオフセットを入力します。 
 
◇ 工具長 

スリーブからの工具の突き出し量を入力します。工具がスリーブに取り付けられているときに

のみ入力可能となります。 
 
◇ 角度 

工具の取り付け角度を入力します。工具が斜め穴加工ユニットに取り付けられているときにの

み入力可能となります。 
 
◇ 方向 

工具の取り付け方向を選択します。ボーリングバイトのときに使用可能となります。 
 
◇ 標準位置 

ジオメトリオフセット、工具長、角度を標準の値に戻します。 
 
 
 
注 記 
・ ジオメトリオフセットのＸは直径値に、Ｚは突切り基準位置からの距離になります。 
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■ ジオメトリオフセット 
ジオメトリオフセットは突切り基準位置からコントロールポイントまでの距離になります。 

 

例１：旋削工具の場合 

ホルダ ：７８１０２ 固定型１５ｍｍシフト１６ｍｍ用 

工具 ：刃幅４ｍｍの裏挽き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２：ミリング工具の場合 

ホルダ ：２０１５０回転工具ユニット 

工具 ：Φ８ｍｍのエンドミル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３：スロッティングユニットの場合 

ホルダ ：スロッティングユニット４３１５３ 

工具 ：Φ３０ｍｍ、刃数２枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 記 
・旋削工具のコントロールポイントは刃先です。 

・ミリング工具のコントロールポイントは回転中心、刃先です。 

・スロッティングユニットのコントロールポイントは回転中心、刃幅中心です。 

15mm 

ジオメトリオフセットＺ１９ｍｍ、Ｘ０ｍｍ 

ホルダ 78102

4mm 

ジオメトリオフセットＺ３０ｍｍ、Ｘ０ｍｍ 

回転工具ユニット 20150

ジオメトリオフセットＺ３０.５ｍｍ、Ｘ１７ｍｍ、Ｙ－６ｍｍ 

スロッティングユニット 43153

0.5mm 

（X17mm）
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６－３－４ 工具取り付け位置の編集 

“ツーリングツリー”に登録されている工具は、そのアイコンをドラッグ＆ドロップで移動するこ

とによって取り付け位置を変更することができます。ホルダアイコンをドラッグ＆ドロップすれば

工具とホルダを一緒に移動させることができます。 

 

 
 
工具を異なる刃物台に移動した場合、その工具を使用している加工定義のチャンネル番号とフィー

チャの位置を修正する必要があるかもしれません。このような場合には次のようなダイアログが表

示され、これらの修正を自動的に行うことができます。 

 
 
◇ フィーチャ 

Ｘ軸に対して対称なフィーチャを作成し、そのフィーチャに対して加工定義を再構築します。 
 

◇ チャンネル 
刃物台番号とスピンドル番号から得られた最適なチャンネル番号を加工定義に設定します。 

 
 
注 記 
・ 旋削加工において、刃物台１、２の加工は中心線より下側に、刃物台３の加工は中心線より

上側にフィーチャを描く必要があります。そのため、工具を異なる刃物台に移動したときに

は、フィーチャの対称移動が必要となる場合があります。 
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６－３－５ ツーリングツリーに登録されている工具の保存 

“ツーリングツリー”に登録されている工具を“工具ライブラリ”に保存することができます。保

存したい工具アイコンを選択し、“工具ライブラリ”の“工具リスト”にドラッグ＆ドロップして下

さい。 
 

 
 
 
上の図では“Groove2.0 工具”を“Turning フォルダ”に保存しています。 
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６－４ ツーリングオプションダイアログ 

[オプション]ボタンを選択すると“ツーリングオプションダイアログ”が表示され、“ツーリングツ

リー”の表示方法や、メッセージの表示方法を設定することができます。 
 

 
 
◇ ツーリングツリーにホルダ名を表示する 

“ツーリングツリー”のホルダアイコンにホルダ名を表示するか、または、機番のみの表示と

するかを選択します。 
 
・ホルダ名あり 

   
 

・ホルダ名なし（機番のみ） 

 
 
◇ 工具を削除する時に確認メッセージを表示する 

“ツーリングツリー”で工具を削除するとき、また、“プロジェクトマネージャ”の“工具マネ

ージャ”で工具を削除する時に、確認メッセージを表示するかを選択します。 
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７．加工定義 
 

７－１ 概要 

 
■ 加工定義 
材料中の指定した部位を、指定した１つの工具で、どのように加工するかを定義したものを、“加工

定義”といいます。 
 

■ フィーチャ 
加工定義において、加工する部位を定義したものを“フィーチャ”といいます。 
フィーチャには、以下の２つの種類があり、加工の方法により使い分けます。 
・連続フィーチャ ：旋削加工やミリング加工により形成される部位の形状を表します。 
・PTOP フィーチャ：穴の端面の中心点を表します。複数の点を連結することが可能です。 
 

■ パス 
加工定義を作成すると、工具が移動する軌跡が生成されます。この軌跡を、“パス”といいます。 
 

■ 加工定義の作成手順 
加工定義を作成するためには、工具及びフィーチャを事前に用意しなければなりません。 
また、加工定義を作成した後は、同期リストを設定する必要があります。 

 
以下の手順に従い、加工定義を作成して下さい。 

(1) 機械／材料の設定 ．．．．．．．．．．．．「４．マシンセットアップ」を参照して下さい。 
(2) 工具の作成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．「５．工具」を参照して下さい。 

(3) ツーリングリストの設定 ．．．．．．「６．ツーリング」を参照して下さい。 

(4) フィーチャの作成 

(5) 加工タイプの選択 

(6) フィーチャの選択 

(7) 工具の選択 

(8) 加工定義パラメータの入力 

(9) 同期リストへの設定 ．．．．．．．．．．「８．同期リスト」の項を参照して下さい。 

 
注 記 
・ 工具もしくはフィーチャを必要としない加工定義もあります。 

・ (4)については、「７－２ フィーチャの設定」を参照して下さい。 

・ (5)～(7)については、「７－３ 加工定義ダイアログ」を参照して下さい。 

・ (8)については、「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」、「７－５ 加工定義パラメー

タ（フィーチャパス）」、「７－６ 加工定義パラメータ（マニュアルパス）」を参照して下さ

い。 
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◇ 加工定義の新規作成 
e-camo ツールバーの[加工定義]を選択して下さい。加工定義を作成するための“加工定義ダイ

アログ”が表示されます。 

 
 
“加工定義ダイアログ”については、「７－３ 加工定義ダイアログ」を参照して下さい。 
 

◇ 加工定義の編集 
プロジェクトマネージャの[加工定義]タブもしく[フィーチャ]タブ上で、“加工定義アイコン”を

マウスで選択し、[ダブルクリック]して下さい。加工定義パラメータを編集するための“加工定

義パラメータダイアログ”が表示されます。 

 
 
また“加工定義アイコン”をマウスで選択し、[右クリック]すると表示されるドロップダウンメ

ニューからも“加工定義パラメータダイアログ”を表示させることができます。 

 

“プロジェクトマネージャ”については、「３．プロジェクトマネージャ」を参照して下さい。 
 
“加工定義パラメータダイアログ”については、「７－３ 加工定義ダイアログ」を参照して下

さい。 
 
 

■ 加工定義の種類 
e-camo の加工定義には、以下の２つの作成方法があります。 
・フィーチャパス：フィーチャやパラメータによって加工部位指定し、加工定義を作成します。 
・マニュアルパス：G コードを記述するように座標値を直接入力し、加工定義を作成します。 
 
それぞれの作成方法により作成される加工定義の種類は、次の表を参照して下さい。 
 



７-３ 

◇ フィーチャパス 
旋削加工 旋削加工を行います。 

 輪郭加工 フィーチャに沿って加工します。 

 荒取り フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。水平なパスが生成

されます。 

 輪郭荒取り フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。フィーチャに沿っ

たパスが生成されます。 

 ポケット荒取り フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。溝に侵入するパス

が生成されます。 

ねじ切り ねじ切りを行います。 

溝入れ 溝加工を行います。 

 溝入れ フィーチャに対し垂直に加工します。 

 溝仕上げ フィーチャに沿って加工します。 

突切り 突切り加工を行います。 

 荒 フィーチャに対し垂直に加工します。 

 仕上げ フィーチャに沿って加工します。 

ワーク メイン／サブスピンドル及びタレットを移動します。 

 ワーク送り メイン側のＺ軸を移動します。 

 取り上げ サブスピンドルでワークをクランプします。 

 つかみ換え メインスピンドルのクランプ位置を移動します。 

 排出 サブスピンドルからワークを排出します。 

 位置決め タレットを移動します。 

穴あけ・タップ メイン／サブスピンドルの回転による穴あけ加工を行います。 

 ドリル 穴あけ加工します。 

 タップ タップ加工します。 

 面取り 面取り加工します。 

Ｃ軸穴あけ・タップ 回転工具による穴あけ加工を行います。 

Ｙ軸は固定で、穴間の移動にＣ軸を使用します。 

 ドリル 穴あけ加工します。 

 タップ タップ加工します。 

 面取り 面取り加工します。 

割出穴あけ・タップ 回転工具による穴あけ加工を行います。 

Ｃ軸は固定で、穴間の移動にＹ軸を使用します。 

 ドリル 穴あけ加工します。 

 タップ タップ加工します。 

 面取り 面取り加工します。 

Ｃ軸加工 Ｃ軸を補間しながら、ミリング加工を行います。 

加工中の同時補間軸数はＣ軸を含む２軸です。 

 輪郭加工 フィーチャに沿って加工します。 

 ポケット加工 フィーチャの内側を加工します。 

割出加工 Ｃ軸を割り出した後、ミリング加工を行います。 

加工中の同時補間軸数はＣ軸を除く２軸です。 

 輪郭加工 フィーチャに沿って加工します。 

 ポケット加工 フィーチャの内側を加工します。 

 
詳細は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」、「７－５ 加工定義パラメータ（フィーチ

ャパス）」を参照して下さい。 
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◇ マニュアルパス 
旋削加工 入力した座標値に従い、旋削加工を行います。 

ねじ切り 入力した座標値に従い、ねじ切りを行います。 

穴あけ 入力した座標値に従い、穴あけ加工を行います。 

メイン／サブスピンドルが回転して加工します。 

割出加工 入力した座標値に従い、ミリング加工を行います。 

Ｃ軸の割り出し後、Ｃ軸を除く２軸の同時補間で加工します。 

 
詳細は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」、「７－６ 加工定義パラメータ（マニュア

ルパス）」を参照して下さい。 
 

注 記 
・ ESPRITの標準の加工定義の機能を使用すると、e-camoにない種類の加工定義やより詳細な

加工定義を作成することができます。ESPRITの加工定義については、ESPRITの[ヘルプ]

メニューから起動される「ESPRITヘルプ」を参照して下さい。 
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７－２ フィーチャの設定 

７－２－１ 旋削加工 

旋削加工のフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 

 
① 以下のいずれかの作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 

・ＸＹＺ    （標準で用意されている作業平面） 
・Ｗ軸がＺ軸と平行な作業平面 （ユーザが定義した作業平面） 

 
② 加工する工具の刃物台により、フィーチャをスピンドルの回転軸に対しどちら側に描くか規制が

あります。 
 通常は、手前側刃物台の場合は回転軸の下側に、奥側刃物台の場合は回転軸の上側にフィーチャ

を描きます。ただし、機種によりこの規制が異なる場合がありますので、詳細は機種別の「チュ

ートリアル」を参照して下さい。 
 
注 記 
・ 表記されている軸名は全てＣＡＤの座標軸名です。 

 

７－２－２ ねじ切り 

フィーチャは必要ありません。 
 

７－２－３ 溝入れ 

溝入れのフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 
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① 以下のいずれかの作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 
・ＸＹＺ    （標準で用意されている作業平面） 
・Ｗ軸がＺ軸と平行な作業平面 （ユーザが定義した作業平面） 

 
② 加工する工具の刃物台により、フィーチャをスピンドルの回転軸に対しどちら側に描くか規制が

あります。 
 通常は、手前側刃物台の場合は回転軸の下側に、奥側刃物台の場合は回転軸の上側にフィーチャ

を描きます。ただし、機種によりこの規制が異なる場合がありますので、詳細は機種別の「チュ

ートリアル」を参照して下さい。 
 
③ 溝入れのフィーチャは、溝の底だけでなく溝の壁も含めて作成して下さい。 
 
注 記 
・ 表記されている軸名は全てＣＡＤの座標軸名です。 

 

７－２－４ 突切り 

突切りのフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 

 
① 以下のいずれかの作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 

・ＸＹＺ    （標準で用意されている作業平面） 
・Ｗ軸がＺ軸と平行な作業平面 （ユーザが定義した作業平面） 

 
② 加工する工具の刃物台により、フィーチャをスピンドルの回転軸に対しどちら側に描くか規制が

あります。 
 通常は、手前側刃物台の場合は回転軸の下側に、奥側刃物台の場合は回転軸の上側にフィーチャ

を描きます。ただし、機種によりこの規制が異なる場合がありますので、詳細は機種別の「チュ

ートリアル」を参照して下さい。 
 
③ フィーチャは、突切りを完了した時の工具の位置まで延ばして下さい。 
 そのため、通常、突切りのフィーチャは回転の中心軸を横切ります。 
 
注 記 
・ 表記されている軸名は全てＣＡＤの座標軸名です。 
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７－２－５ ワーク 

フィーチャは必要ありません。 
 

７－２－６ 穴あけ・タップ 

フィーチャを設定する必要はありません。 
端面の位置に自動で PTOP フィーチャが作成されます。 
 

７－２－７ C軸穴あけ・タップ 

Ｃ軸穴あけのフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 
 
・外周穴あけ    ・端面穴あけ 

  

・外周穴あけの場合 
① 任意の作業平面で PTOP フィーチャを作成して下さい。作業平面の規制はありません。 
 
② PTOP フィーチャは、ポイントを選択し作成して下さい。 
 ポイントには外周上にある穴の中心点を選択します。選択したポイントからＣ軸の回転中心に

向かって穴あけ加工を行います。 

 
③ PTOP フィーチャは、複数のポイントを選択することが可能です。選択したポイントは１つ

の工具で連続して穴あけ加工が行われます。ポイント間の移動にＣ軸が使われます。 
 
・端面穴あけの場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で PTOP フィーチャを作成して下さい。 
・加工する端面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 

 
② PTOP フィーチャは、ポイントを選択し作成して下さい。 
 ポイントには端面上にある穴の中心点を選択します。選択したポイントから作業平面のＷ軸の

マイナス方向に向かって穴あけ加工を行います。 

  

③ PTOP フィーチャは、複数のポイントを選択することが可能です。選択したポイントは１つ

の工具で連続して穴あけ加工が行われます。ポイント間の移動にＣ軸が使われます。 
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注 記 
・ 表記されている軸名はＣ軸以外は全てＣＡＤの座標軸名です。 

 

７－２－８ 割出穴あけ・タップ 

割出穴あけのフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 
 
・外周穴あけ    ・端面穴あけ 

  
・外周穴あけの場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で PTOP フィーチャを作成して下さい。 
・加工する平面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 

 
② PTOP フィーチャは、ポイントを選択し作成して下さい。 
 ポイントには平面上にある穴の中心点を選択します。選択したポイントから作業平面のＷ軸の

マイナス方向に向かって穴あけ加工を行います。 

 
③ PTOP フィーチャは、複数のポイントを選択することが可能です。選択したポイントは１つ

の工具で連続して穴あけ加工が行われます。ポイント間の移動にＣ軸は使用されません。 
 
・端面穴あけの場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で PTOP フィーチャを作成して下さい。 
・加工する端面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 
・作業平面のＶ軸が NC におけるＹ軸と一致している。 

 
② PTOP フィーチャは、ポイントを選択し作成して下さい。 
 ポイントには端面上にある穴の中心点を選択します。作業平面のＶ軸が NC におけるＹ軸と

一致するようにＣ軸を割り出した後、選択したポイントから作業平面のＷ軸のマイナス方向に

向かって穴あけ加工を行います。 

  

③ PTOP フィーチャは、複数のポイントを選択することが可能です。選択したポイントは１つ

の工具で連続して穴あけ加工が行われます。ポイント間の移動にＣ軸は使用されません。 

 
注 記 
・ 表記されている軸名はＣ軸以外は全てＣＡＤの座標軸名です。 
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７－２－９ C軸加工 

Ｃ軸加工のフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 
 
・外周加工    ・端面加工 

  
・円筒補間 

 
 
・外周加工の場合 

① 任意の作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。作業平面の規制はありません。 
② フィーチャは、円筒形状で作成して下さい。 

 
・端面加工の場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 
・加工する端面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 

 
・円筒補間の場合 

① 以下のいずれかの作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 
・ＸＹＺ    （標準で用意されている作業平面） 
・Ｗ軸がＺ軸と平行な作業平面 （ユーザが定義した作業平面） 

② フィーチャは、円筒形状をＸＹ平面上に展開して作成して下さい。 
 
注 記 
・ 表記されている軸名はＣ軸以外は全てＣＡＤの座標軸名です。 
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７－２－１０ 割出加工 

割出加工のフィーチャは、以下の点に注意して作成して下さい。 
 
・外周加工    ・端面加工 

  
・外周加工の場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 
・加工する平面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 

  
 工具は、作業平面のＷ軸のプラスからマイナス方向に向かって進入した後、フィーチャに沿っ

て加工します。 
 
・端面加工の場合 

① 以下の条件を満たす作業平面で連続フィーチャを作成して下さい。 
・加工する端面に対しＷ軸が垂直で且つ加工方向がＷ軸のマイナス方向である。 
・作業平面のＶ軸が NC におけるＹ軸と一致している。 
 

 作業平面のＶ軸が NC におけるＹ軸と一致するようにＣ軸を割り出した後、工具は作業平面

のＷ軸のプラスからマイナス方向に向かって進入します。 
 
注 記 
・ 表記されている軸名はＣ軸以外は全てＣＡＤの座標軸名です。 
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７－３ 加工定義ダイアログ 

e-camo ツールバーの[加工定義]を選択すると、“加工定義ダイアログ”が表示されます。 

 
 
“加工定義ダイアログ”は以下の３つのステップから構成されています。 

(1) 加工タイプ選択ダイアログ ．．．．．．．．．作成する加工定義の種類を選択します。 
(2) 加工定義インデックスダイアログ ．．．フィーチャや工具等を選択します。 
(3) 加工定義パラメータダイアログ ．．．．．加工定義のパラメータを入力します。 

マニュアルパスの場合、上記に加え以下のダイアログが表示されます。 
(4) 座標入力ダイアログ ．．．．．．．．．．．．．．．工具軌跡の座標値を入力します。 

 
■ 加工タイプ選択ダイアログ 
このダイアログでは、作成する加工定義の種類を選択して下さい。 

加工定義の種類を表す[アイコン]ボタンを押し、作成する加工定義を選択します。 

 
[アイコン]ボタンを押すと“加工定義インデックスダイアログ”が表示されます。“加工定義インデ

ックスダイアログ”については、「■加工定義インデックスダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ 加工定義生成レイヤ 

加工定義を生成するレイヤを選択します。 
ただし“オプション”で“加工定義を選択したフィーチャと同じレイヤに生成する”をチェッ

クしてある場合は、選択する必要がありません。 
 

◇ フィーチャパス／マニュアルパス 
加工定義をフィーチャパスで作成するか、マニュアルパスで作成するか切り換えます 
変更すると選択できる[アイコン]ボタンが換わります。作成できる加工定義の種類については、

「７－１ 概要」の「■加工定義の種類」を参照して下さい。 
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◇ 加工定義履歴 
“加工定義履歴”にはフォルダ名が表示されます。このフォルダには、加工定義の種類ごとの

パラメータファイルが保存されています。 

 
加工定義の作成時、パラメータの初期値として、このフォルダに保存されているパラメータフ

ァイルが読み込まれます。ただし“オプション”で“履歴ファイルの読込みを行う”をチェッ

クしてない場合は、読み込まれません。 
また“加工定義パラメータダイアログ”で“今回の設定を履歴に残す”をチェックして加工定

義を作成すると、入力した値がパラメータファイルとして保存され、次回の読み込み時に使用

されます。 
 
フォルダを変更するには、[変更]ボタンを押して下さい。“加工定義履歴フォルダ変更ダイアロ

グ”が表示されます。 

 
フォルダを選択し、[OK]ボタンを押すとフォルダが変更されます。 
 
フォルダをマウスで選択し、[右クリック]するとドロップダウンメニューが表示されます。ドロ

ップダウンメニューからは以下のことができます。 
・新規フォルダの作成 選択されているフォルダの下に新しいフォルダを作成します。 
・名前の変更 選択されているフォルダの名前を変更します。 
・削除 選択されているフォルダと、その下にある全てのフォルダ及び保存さ

れたパラメータを削除します。 
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◇ オプション 
[オプション]ボタンを押すと、“加工定義オプションダイアログ”が表示されます。 
“加工定義オプションダイアログ”では、“加工定義ダイアログ”における設定方法やエラーチ

ェックの有無を、変更することができます。 

 
 
各項目をチェックした時の動作は、以下の通りです。 
 
・加工定義を選択したフィーチャと同じレイヤに生成する 
選択したフィーチャが存在するレイヤに、加工定義が作成されます。 

 
・工具選択リストに全ての工具を表示する 
通常、ツーリングの状態やフィーチャにより、選択できる工具が制限されます。この制限を

解除し、全ての旋削工具もしくはミリング工具が選択できるようになります。 

工具の選択については、「■加工定義インデックスダイアログ」を参照して下さい。 
 
・履歴ファイルの読込みを行う 
加工定義の作成時、パラメータの初期値として、“加工定義履歴フォルダ”に保存されている

パラメータファイルが読み込まれます。 
 
・“今回の設定を履歴に残す”をチェック状態にする 
“加工定義パラメータダイアログ”の“今回の設定を履歴に残す”の初期値をチェック状態

にします。 
 
・フィーチャを常に“ハイライトモード”で選択する 
フィーチャを選択する時、自動で“ハイライトモード”に切り換ります。 
フィーチャの選択については、「■加工定義インデックスダイアログ」を参照して下さい。 

 
・入力パラメータチェック 
入力したパラメータの値が不適切な場合、エラーメッセージが表示されます。 
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・フィーチャチェック 
入力したパラメータの値と選択したフィーチャとの間に整合性がない場合、エラーメッセー

ジが表示されます。 
 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
このダイアログでは、加工方法、フィーチャ、工具を選択します。 

 
すべての選択が完了したら、[次へ]ボタンを押して下さい。“加工定義パラメータダイアログ”が表

示されます。“加工定義パラメータダイアログ”については、「■加工定義パラメータダイアログ」

を参照して下さい。 
 
◇ 加工方法の選択 

以下の３つのタイプを、それぞれのリストから選択します。 
・加工部位タイプ：外径／内径／端面、外周／端面 
・加工詳細タイプ：「７－１ 概要」の「■加工定義の種類」を参照して下さい。 
・加工スピンドル：メインスピンドル／サブスピンドル 
 

◇ フィーチャの選択 
加工定義で使用するフィーチャを画面上で選択します。フィーチャが選択されるとフィーチャ

の名前が表示されます。 
フィーチャは、“[選択]ボタンによる選択”だけでなく、“事前の選択”も可能です。 
 
・事前の選択 
“加工定義インデックスダイアログ”を開く前にフィーチャを選択状態にしておきます。“加

工定義インデックスダイアログ”を開いた時、選択しておいたフィーチャが“加工定義インデ

ックスダイアログ”に設定されます。 
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・[選択]ボタンによる選択 
“加工定義インデックスダイアログ”の[選択]ボタンを押すと、画面上でフィーチャの選択を

開始します。画面上のフィーチャをマウスでクリックすることで、フィーチャが選択されま

す。この時、“加工定義インデックスダイアログ”は閉じられます。 
 
選択を中断するには[ESC]キーを押してください。 
 
マウスのクリックでフィーチャを選択する時、状況により選択モードを切り替えてください。

画面の右下付近にある[HI]をマウスでクリックすると、選択モードが切り替わります。 

① 通常モード   

フィーチャをマウスで[左クリック]すると、フィーチャが選択されます。 
 

② ハイライトモード  

フィーチャをマウスで[左クリック]すると、選択されたフィーチャが強調（ハイライト）

表示されます。もし正しい選択ならば、再度マウスを[左クリック]して下さい。もし異な

った選択ならば、マウスを[右クリック]して下さい。別のフィーチャが選択され、強調表

示されます。選択したいフィーチャが選ばれるまでマウスを[右クリック]し、選ばれたら

マウスを[左クリック]して下さい。 
 
選択しようとするフィーチャとその他のフィーチャが重なっていたり、接近していたりする

と、“通常モード”では、フィーチャの選択が難しくなります。このような場合、“ハイライ

トモード”に切り替えてください。 
 

◇ 工具の選択 
加工定義で使用する工具をリストから選択します。 
[詳細]ボタンを押すと“工具ダイアログ”が表示され、詳細情報を確認しながら工具の選択がで

きます。 

 
・“全ての工具を表示する”をチェックすると全ての旋削工具もしくはミリング工具が選択で

きるようになります。チェックを外すと選択できる工具が制限されます。 
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・リストのヘッダ部分（工具番号、工具方向等）をマウスでクリックすると、工具の並び順が

変わります。 
・工具を選択したら、[OK]ボタンを押して下さい。 
 

◇ 次へ 
加工定義パラメータを編集するための“加工定義パラメータダイアログ”が表示されます。 
“加工定義パラメータダイアログ”については、「■加工定義パラメータダイアログ」を参照し

て下さい。 
 

◇ キャンセル 
“加工定義インデックスダイアログ”を中断します。 
 

◇ 完了 
“加工定義パラメータダイアログ”による編集を行わず、加工定義を作成します。この時の加

工定義パラメータの値は“加工定義履歴”のパラメータファイルから読み込まれます。 
 
◇ 作業平面の設定 

“マニュアルパス－割出加工” の加工定義を作成する時のみ、[次へ]ボタンを押すと“作業平

面ダイアログ” が表示されます。座標入力を行う作業平面を設定して下さい。 

 
 
 
注 記 
・ 工具もしくはフィーチャを選択しない加工定義もあります。 
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■ 加工定義パラメータダイアログ 
このダイアログでは、加工定義パラメータを入力します。 
“加工定義パラメータダイアログ”は複数のページで構成されています。新規作成時、 終ページ

で[完了]ボタンを押すと加工定義を作成します。 

 
 
◇ 戻る 

前のページへ戻ります。 
 
◇ 次へ 

次のページへ進みます。 
 
◇ キャンセル 

“加工定義パラメータダイアログ”を中断します。 
 
◇ 完了 

新規作成の時は、加工定義を作成します。 
編集の時は、加工定義パラメータを更新します。 

 
◇ オプション 

[オプション]ボタンを押すと、“加工定義オプションダイアログ”が表示されます。 
 
加工定義パラメータについては、「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」、「７－５ 加工定義

パラメータ（フィーチャパス）」、「７－６ 加工定義パラメータ（マニュアルパス）」を参照して下さ

い。 
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■ 座標入力ダイアログ 
マニュアルパスを新規作成する時、“座標入力ダイアログ”が表示されます。このダイアログでは、

G コードを記述するように座標値を直接入力します。 
 
“座標入力ダイアログ”には、座標値を入力する“座標入力エリア”と入力した座標値に従ってパ

スを表示する“パス形状表示エリア”があります。 

 
 
◇ 切削条件単位 

“座標入力ダイアログ”では、送り速度（Ｆ）および回転速度（Ｓ）の単位を変更することは

できません。事前に表示される“切削条件単位ダイアログ”で、単位を決定して下さい。 

 
・周速一定制御 ＯＮ (m/min, ft/min) ：Ｓを周速にします。 
 ＯＦＦ (min-1) ：Ｓを回転速度にします。 
・ 高回転速度 周速一定制御時の 高回転速度クランプ値を入力して下さい。 
 
・送り速度 mm/rev, inch/rev ：Ｆを毎回転送りにします。 
 mm/min, inch/min ：Ｆを毎分送りにします。 
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◇ アブソリュート／インクレメンタル 
座標値をアブソリュート（絶対値）で入力するか、インクレメンタル（増分値）で入力するか

切り換えます。 
ただし先頭行の座標値は、インクレメンタル入力時もアブソリュートの値になります。 
 

◇ ＊ 
コードが表示されます。 
編集する場合は、行を選択した後、[ENTER]キーを押すか、マウスを[ダブルクリック]して下

さい。 
 

◇ Ｘ／Ｙ／Ｚ／Ｒ 
座標値が表示されます。 
編集する場合は、値自体をマウスでクリックして下さい。 
 

◇ Ｆ 
送り速度もしくはドウェルの時間（秒）が表示されます。 
送り速度の単位は、“切削条件単位ダイアログ”で設定します。 
編集する場合は、値自体をマウスでクリックして下さい。 
 

◇ Ｓ 
スピンドルの回転速度もしくはドウェルの回転数が表示されます。 
スピンドルの回転速度の単位は、“切削条件単位ダイアログ”で設定します。 
編集する場合は、値自体をマウスでクリックして下さい。 
 

◇ Ｔ 
工具補正番号が表示されます。 
編集する場合は、値自体をマウスでクリックして下さい。 
 

◇ 保存 
“座標入力ダイアログ”に入力したデータを座標データファイル(*.spt)として保存します。 
 

◇ 開く 
座標データファイル(*.spt)を“座標入力ダイアログ”に読み込みます。読み込む以前の編集内

容は破棄されます。 
 

◇ ＯＫ 
座標入力を完了します。 
 

◇ キャンセル 
“座標入力ダイアログ”を中断します。変更内容は全て取り消されます。 
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◇ 自動更新 
チェックを入れた場合、座標値を入力するたびに“パス形状表示エリア”が更新されます。 
チェックを外した場合、[更新]ボタンを押さない限り“パス形状表示エリア”は更新されません。 
 

◇ 更新 
入力した座標値に従って“パス形状表示エリア”を更新します。 
 

 
注 記 
・ “座標入力ダイアログ”は新規作成時のみに表示され、編集時には表示されません。入力し

た座標値は、マニュアルパスの加工定義が作成された後で、編集することができません。 

・ 先頭行には、初期設定として回転数、補正番号を必ず入力して下さい。 
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・行の挿入 
① 終行の後の空行が選択されている場合、 終行に新たな行を追加します。 

 
 

 
 

② データが入力されている行が選択されている場合、その行の前に新たな行を挿入します。 

 
 

 
 
行を挿入するためには、ドロップダウンメニューで挿入するコードを選択して下さい。 
ドロップダウンメニューはマウスの[右クリック]で表示されます。 

 
 

又は、次の方法でも行が挿入できます。 
①の場合は、[ENTER]キーを押すか、マウスを[ダブルクリック]します。 
②の場合は、[CTRL+ENTER]キーを押します。 
ドロップダウンリストが表示されるので、挿入するＧコードを選択して下さい。 
[ENTER]キーを押すと、行が挿入されます。[ESC]キーを押すと、挿入を中断します。 

 
 

終行 

追加された行 

挿入位置 

挿入された行 
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・行の削除 
選択されている行を削除します。 
複数の行を選択すると複数の行を削除できます。複数の行を選択するには、[CTRL]キーまたは

[SHIFT]キーを押しながら行を選択して下さい。 

 
 

 
 
行を削除するためには、[DEL]キーを押すか、ドロップダウンメニューで[削除]を選択して下さい。

ドロップダウンメニューはマウスの[右クリック]で表示されます。 

 
 

・コード／値の編集 
入力したコードや値を変更します。 

 

 
Ｇコードは、ドロップダウンリストで変更します。ドロップダウンリストは、行を選択した後、

[ENTER]キーを押すか、マウスの[ダブルクリック]で表示されます。 
ドロップダウンリストで設定したいＧコードを選択し、[ENTER]キーを押して下さい。Ｇコード

が変更されます。またマウスのクリックで他の項目へ移動した場合も変更されます。変更を取り

消すには[ESC]キーを押して下さい。 
 
Ｇコードの編集を[ENTER]キーで完了した場合、自動的に同じ行の値の編集が始まります。 
又は、値自体をマウスでクリックしても値の編集ができるようになります。 
設定したい値を入力したら、[ENTER]キーを押して下さい。値が変更されます。ただしマウスの

クリックで他の項目へ移動したり、[ESC]キーを押した場合は、変更は取り消されます。 
 
注 記 
・ Ｍコードや一部のＧコードは、変更することができません。このようなコードを変更する場

合、削除してからコードを挿入し直して下さい。 

・ 先頭行は、コードの変更ができません。 

削除する行 

削除された行 
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値には、計算式を記述して入力することができます。 
演算子／関数 意味 
＋ 加算 
－ 減算 
＊ 乗算 
／ 除算 
PI 円周率 
( 式 ） 括弧内の計算を優先 
SIN( 数値 [単位 °] ) サイン 
COS( 数値 [単位 °] ) コサイン 
TAN( 数値 [単位 °] ) タンジェント 
ASIN( 数値 ) アークサイン [単位 °] 
ACOS( 数値 ) アークコサイン [単位 °] 
ATAN2( Ｙ座標, Ｘ座標 ) Ｘ、Ｙ座標で表されるアークタンジェント [単位 °] 
ABS( 数値 ) 絶対値 
SQRT( 数値 ) 平方根 
POT( 数値 ) 平方 
POWER( 数値, 指数 ) “数値”の“指数”乗 

ROUND( 数値, 桁数 ） 四捨五入 “桁数”は小数点以下の桁数 

ROUNDUP( 数値, 桁数 ） 切り上げ “桁数”は小数点以下の桁数 

ROUNDDOWN( 数値, 桁数 ） 切り捨て “桁数”は小数点以下の桁数 

 

注 記 
・ 計算式は、大文字、小文字どちらでも記述できます。ただし全角文字は使用できません。 

・ 関数の括弧内には、数値だけでなく式も記述できます。 

 
行をマウスで選択し [右クリック]するとドロップダウンメニューが表示されます。 

 
 
◇ Ｇコード挿入 

Ｇコード行を挿入します。メニューからＧコードを選択して下さい。 
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◇ Ｍコード挿入 
Ｍコード行を挿入します。“Ｍコード挿入ダイアログ”でＭコードの値を入力して下さい。 

 
 

◇ マクロパス挿入 
マクロパス定義ファイル(*.spg)によって生成されるパスを挿入します。 
 
マクロパス定義ファイルには、マクロプログラムとダイアログに表示するパラメータが記述さ

れたマクロパス定義文章が保存されています。このマクロパス定義文章は、ユーザ自身で記述

することができます。これによりユーザ独自の加工定義パラメータを入力するダイアログと加

工パスパターンを作成することができます。 
マクロパス定義文章のついては、「付録２．マクロパス定義文章」を参照して下さい。 
 
以下の手順に従い、マクロパスを挿入して下さい。 
(1) “ファイルを開くダイアログ”でマクロパス定義ファイル(*.spg)を選択して下さい。 
(2) 加工定義パラメータを入力する“マクロパス挿入ダイアログ”が表示されます。 
(3) 加工定義パラメータを入力し、[完了]ボタンを押して下さい。 
(4) “座標入力ダイアログ”にマクロパスが挿入されます。 
 
“マクロパス挿入ダイアログ” には、パラメータを入力する“パラメータ入力エリア”とパス

を表示する“パス形状表示エリア”があります。 
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・パラメータ入力エリア 
マクロパス定義文章では、マクロプログラムで定義されている変数にパラメータ名を付ける

ことができます。パラメータ名は“マクロパス挿入ダイアログ”上に表示され、ダイアログ

上からマクロプログラムの変数に値を入力することが可能になります。 
又、パラメータの値を入力する編集ボックスにマウスを合わせると、マクロプログラムでの

変数の名前が表示されます。 
 
・パス形状表示エリア 
入力したパラメータとマクロプログラムからパスを生成し表示します。 
“自動更新”にチェックを入れた場合、パラメータを入力すると自動でパス形状を更新しま

す。チェックを外した場合は、[更新]ボタンでパス形状を更新して下さい。 
 

◇ 削除 
選択されている行を削除します。 
 

◇ 一括対称移動 
座標値を、選択した軸に対称な値に変換します。アブソリュート入力時のみ有効です。 
“対称移動ダイアログ”で対称移動の基準となる軸を選択した後、[OK]ボタンを押すと、すべ

ての行が一括して変換されます。 

 
 

◇ 一括変換 
選択した軸の座標値を、入力した式を使って変換します。アブソリュート入力時のみ有効です。 
“一括変換ダイアログ”で変換式を入力した後、[OK]ボタンを押すと、すべての行が一括して

変換されます。式の結果が新しい座標値になります。 
変換式には、変換する軸自身の軸名が使用できます。 

例：X=   X＊1.25      （X は使用できますが、Y,Z,R は使用できません。） 
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７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通） 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 
以下のパラメータは全加工に共通するパラメータです。 
“加工定義パラメータダイアログ”の１ページ又は 終ページで入力できます。 
 
１ページ 全加工共通 
 補正番号 
 補正番号を入力して下さい。 
 周速一定制御 
  周速一定制御を行います。 
 回転方向 

 ① 正転 
 スピンドルの正転で加工します。選択した工具により切換わります。 

 ② 逆転 
 スピンドルの逆転で加工します。選択した工具により切換わります。 

 回転速度 

 “周速一定制御”がＯＮの時は、周速を入力して下さい。 
“周速一定制御”がＯＦＦの時は、回転速度を入力して下さい。 

 高回転速度 
 “周速一定制御”がＯＮの時、 高回転速度クランプ値を入力して下さい。 
 送り速度 
 送り速度を入力して下さい。 
 送り速度単位 

 ① mm/rev(inch/rev) 
 送り速度の単位を毎回転送りにします。 

 ② mm/min(inch/min) 
 送り速度の単位を毎分送りにします。 

 
終ページ 全加工共通 

 オペレーション名 
 オペレーションの名前を入力して下さい。 
 コメント 
 コメントを入力して下さい。 
 今回の設定を履歴に残す 
 今回の設定を履歴ファイルとして保存します。 
 加工定義履歴 
 履歴ファイルを保存するフォルダを選択して下さい。 
 ecamo オペレーションを解除する 
 次回の編集から ESPRIT のダイアログが表示されるようになります。 
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７－５ 加工定義パラメータ（フィーチャパス） 

７－５－１ 旋削加工 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① 外径 
外径を加工します。 

 ② 内径 
内径を加工します。 

 ③ 端面 
端面を加工します。 

 加工詳細タイプ 

 ① 輪郭加工 

フィーチャに沿って加工します。 

 ② 荒取り 
フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。水平なパスが生成されます。 

 
③ 輪郭荒取り 

フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。フィーチャに沿ったパスが生成されま

す。 

 ④ ポケット荒取り 

フィーチャまでを複数回の切り込みで加工します。溝に侵入するパスが生成されます。 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 
 連続フィーチャを選択して下さい。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 輪郭加工 
１ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭加工 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
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 切削進入方向 
 材料までの切削進入方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向から進入します。 

 ② 法線方向 
法線方向から進入します。 

 ③ Ｘ方向 
Ｘ方向から進入します。 

 ④ Ｚ方向 
Ｚ方向から進入します。 

 切削進入距離 
 材料までの切削進入距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ 輪郭加工 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 干渉チェック 
 フィーチャに溝形状がある場合の工具の動作を選択して下さい。 

 ① チェックなし 
溝形状に沿って切削します。工具がフィーチャの形状に切り込む場合があります。 

 ② チェックあり 
工具がフィーチャの形状に切り込まないように、溝形状を切削します。 

 ③ 通過 
工具は溝形状を切削せずに通過します。 

 コーナの円弧補間 
 刃先Ｒがある工具でコーナを切削する時の動作を選択して下さい。 

 ① 補間なし 
コーナーを円弧で補間しません。工具は一時コーナーから離れます。 

 ② 補間あり 
コーナーを円弧で補間します。工具は常にコーナーと接しています。 

４ページ 輪郭加工 
 切削退避方向 
 材料からの切削退避方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向へ退避します。 

 ② 法線方向 
法線方向へ退避します。 

 ③ Ｘ方向 
Ｘ方向へ退避します。 

 ④ Ｚ方向 
Ｚ方向へ退避します。 

 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 



７-２９ 

 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
５ページ 輪郭加工 
 刃先Ｒ補正 

 ① キャンセル(G40) 
Ｇ４０モードでＮＣを出力します。 

 ② 左(G41) 
Ｇ４１モードでＮＣを出力します。 

 ③ 右(G42) 
Ｇ４２モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
 
◇ 荒取り 
１ページ 荒取り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 荒取り 
 加工外径 
 切削を開始する時の材料径を入力して下さい。 
 加工内径 
 切削を開始する時の材料内径を入力して下さい。 
 端面位置 

 切削を開始する時の端面位置を入力して下さい。 
サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 

 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ 荒取り 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込みで切削する量を入力して下さい。 
 引き上げ率 

 切り込んだ位置からどれだけ工具を引上げるか、“切り込み量”に対する割合で入力して

下さい。 
 切り込み量の補正 

 ① 補正なし 
“切り込み量”に従って切削します。 
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 ② 補正あり 
各切り込みのパスが水平もしくは等間隔になるように“切り込み量”が補正されます。 

４ページ 荒取り 
 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
５ページ 荒取り 
 刃先Ｒ補正 

 ① キャンセル(G40) 
Ｇ４０モードでＮＣを出力します。 

 ② 左(G41) 
Ｇ４１モードでＮＣを出力します。 

 ③ 右(G42) 
Ｇ４２モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
 
◇ 輪郭荒取り 
１ページ 輪郭荒取り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭荒取り 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ 輪郭荒取り 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 １回の切り込みで切削する量を入力して下さい。 
 切削回数 
 切り込む回数を入力して下さい。 
 干渉チェック 
 フィーチャに溝形状がある場合の工具の動作を選択して下さい。 

 ① チェックなし 
溝形状に沿って切削します。工具がフィーチャの形状に切り込む場合があります。 

 ② チェックあり 
工具がフィーチャの形状に切り込まないように、溝形状を切削します。 
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４ページ 輪郭荒取り 
 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
５ページ 輪郭荒取り 
 刃先Ｒ補正 

 ① キャンセル(G40) 
Ｇ４０モードでＮＣを出力します。 

 ② 左(G41) 
Ｇ４１モードでＮＣを出力します。 

 ③ 右(G42) 
Ｇ４２モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
 
◇ ポケット荒取り 
１ページ ポケット荒取り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ポケット荒取り 
 加工外径 
 切削を開始する時の材料径を入力して下さい。 
 加工内径 
 切削を開始する時の材料内径を入力して下さい。 
 端面位置 

 切削を開始する時の端面位置を入力して下さい。 
サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 

 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ ポケット荒取り 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込みで切削する量を入力して下さい。 
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 引き上げ率 

 切り込んだ位置からどれだけ工具を引上げるか、“切り込み量”に対する割合で入力して

下さい。 
 干渉チェック 
 フィーチャに溝形状がある場合の工具の動作を選択して下さい。 

 ① チェックなし 
溝形状に沿って切削します。工具がフィーチャの形状に切り込む場合があります。 

 ② チェックあり 
工具がフィーチャの形状に切り込まないように、溝形状を切削します。 

４ページ ポケット荒取り 
 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
５ページ ポケット荒取り 
 刃先Ｒ補正 

 ① キャンセル(G40) 
Ｇ４０モードでＮＣを出力します。 

 ② 左(G41) 
Ｇ４１モードでＮＣを出力します。 

 ③ 右(G42) 
Ｇ４２モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－２ ねじ切り 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① 外径 
外径を加工します。 

 ② 内径 
内径を加工します。 

 ③ 端面 
端面を加工します。 

 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 
 フィーチャは必要ありません。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ねじ切り 
１ページ ねじ切り 
 開始リード 

 ねじのリードを入力して下さい。 
可変リードねじの場合は、始点でのリードを入力して下さい。 

 可変リード 
 可変リードねじ切りを行います。 
 可変リード増減量 
 ねじ１回転あたりのリードの増減量を入力して下さい。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ねじ切り 
 ねじ形状 

 ① ストレートねじ 
ストレートねじを加工します。 

 ② テーパねじ 
テーパねじを加工します。 
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 ねじ切り開始位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Zs：ねじ切り開始位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・Xs：ねじ切り開始位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 ねじ切り距離 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・W：Ｚ軸方向のねじ切り距離を入力して下さい。 
 ・U： X 軸方向のねじ切り距離を入力して下さい。 
 不正リード距離 

 ここに表示される不正リード距離を考慮して、ねじ切り開始位置及びねじ切り距離を入力

して下さい。 
 ・L1：ねじの切り始めの不正確なねじ部の距離が表示されます。 
 ・L2：ねじの切り終わりの不正確なねじ部の距離が表示されます。 
３ページ ねじ切り 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 

 材料までのクリアランスを入力して下さい。この位置からねじ切りパスまでは早送りにな

ります。 
 固定サイクル 

 ① G33 
Ｇ３３モードでＮＣを出力します。 

 ② G76 
Ｇ７６モードでＮＣを出力します。 

 ③ G92 
Ｇ９２モードでＮＣを出力します。 

 チャンファリング 
 ねじの切り上げ（チャンファリング）を行います。 
 切り上げ量 
 ねじの切り上げ（チャンファリング）量をリード単位で入力して下さい。 
４ページ ねじ切り 
 ねじ山角度 
 ねじ山の角度（刃先の角度）を入力して下さい。 
 切り込みパターン 

 ① 片刃（左） 
ねじ切り形状の右側に沿って工具が侵入し、工具の左側でねじ切りを行います。 

 ② 片刃（右） 
ねじ切り形状の左側に沿って工具が侵入し、工具の右側でねじ切りを行います。 

 ③ 両刃 
ねじ切り形状の中心から工具が侵入し、工具の両側でねじ切りを行います。 
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 ④ 千鳥 
工具の左側と右側で交互にねじ切りを行います。 

５ページ ねじ切り 
 パスパターン 

 ① 切り込み量一定（全て） 
“１回目の切り込み量”の値に従って、一定の切り込み量で切削します。 

 
② 切り込み量一定（残り＞切込量） 

ねじ切りの残りの深さが“１回目の切り込み量”以下になるまで、一定の切り込み量で切

削します。その後、切り込む毎に切り込み量を半分にしていきます。 

 ③ 切削量一定 
切削量が一定になるように切り込み量が算出されます。 

 ねじ切り深さ 
 ねじ切りの切り込み深さの合計を入力して下さい。 
 １回目の切り込み量 

 １回目の切り込み量を入力して下さい。２回目以降の切り込み量は、選択したパスパター

ンにより算出されます。 
 仕上げ代 
 仕上げ代を入力して下さい。 
 バリ取り回数 
 バリ取り回数を入力して下さい。 
 G76 小切り込み量 
 Ｇ７６モードでの 小切り込み量を入力して下さい。 
６ページ ねじ切り 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
７ページ ねじ切り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－３ 溝入れ 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① 外径 
外径を加工します。 

 ② 内径 
内径を加工します。 

 ③ 端面 
端面を加工します。 

 加工詳細タイプ 

 ① 溝入れ 

フィーチャに対し垂直に加工します。 

 ② 溝仕上げ 
フィーチャに沿って加工します。 

 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 
 連続フィーチャを選択して下さい。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 溝入れ 

１ページ 溝入れ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 溝入れ 
 加工外径 
 切削を開始する時の材料径を入力して下さい。 
 加工内径 
 切削を開始する時の材料内径を入力して下さい。 
 端面位置 

 切削を開始する時の端面位置を入力して下さい。 
サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
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 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 フィーチャに対する切削方向 
 フィーチャに対してどこから切削を開始するか選択して下さい。 

 ① 始点から 
 フィーチャの始点から終点に向かって切削を行います。 

 ② 終点から 
フィーチャの終点から始点に向かって切削を行います。 

 
③ 中央から 

フィーチャの中央から終点に向かって切削を行います。その後、中央から始点に向かって

切削を行います。 
３ページ 溝入れ 
 パスパターン 

 ① シングルパス 
溝形状の中央を垂直な１本のパスで切削します。 

 ② マルチパス 連続 
“切削間隔”毎の垂直なパスを、溝入れ開始位置から順番に切削します。 

 
③ マルチパス 交互１ 

“切削間隔”毎の垂直なパスを、溝入れ開始位置から１つおきに切削します。終了位置に

達したら開始位置へ向かって残りのパスを切削します。 

 
④ マルチパス 交互２ 

“切削間隔”毎の垂直なパスを、１つとばして切削した後、とばしたパスに戻り切削しま

す。これを溝入れ開始位置から終了位置まで繰り返します。 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 パスとパスの間隔を入力して下さい。 
 切削間隔の補正 

 ① 補間なし 
“切削間隔”に従って切削します。 

 ② 補間あり 
各切り込みパスが等間隔になるように“切削間隔” が補正されます。 

４ページ 溝入れ 
 ペックパターン 

 ① ペックなし 
ペックは行いません。 

 ② 垂直ペック 標準型 
垂直方向先行で標準型のペックを行います。１回切り込む毎に材料の外へ退避します。 
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③ 垂直ペック 高速型 

垂直方向先行で高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避しま

す。 

 
④ 水平ペック 

水平方向先行で高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避しま

す。 
 切り込み量 
 ペック時の１回の切り込み深さを入力して下さい。 
 退避時の送り 
 溝の中から退避する時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで退避します。 

 ② 切削送り 
切削送りで退避します。 

 退避時の送り速度 
 溝の中から退避する時の送り速度を入力して下さい。 
５ページ 溝入れ 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
６ページ 溝入れ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 溝仕上げ 

１ページ 溝仕上げ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 溝仕上げ 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 切削進入方向 
 材料までの切削進入方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向から進入します。 

 ② 法線方向 
法線方向から進入します。 

 ③ Ｘ方向 
Ｘ方向から進入します。 

 ④ Ｚ方向 
Ｚ方向から進入します。 
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 切削進入距離 
 材料までの切削進入距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 フィーチャに対する切削方向 
 フィーチャに対してどこから切削を開始するか選択して下さい。 

 ① 始点から 
 フィーチャの始点から終点に向かって切削を行います。 

 ② 終点から 
フィーチャの終点から始点に向かって切削を行います。 

３ページ 溝仕上げ 
 パスパターン 

 ① 単方向 
フィーチャに沿った１本のパスで切削します。 

 ② 双方向 
フィーチャの始点からのパスと、終点からのパスの２本のパスで切削します。 

 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
４ページ 溝仕上げ 
 切削退避方向 
 材料からの切削退避方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向へ退避します。 

 ② 法線方向 
法線方向へ退避します。 

 ③ Ｘ方向 
Ｘ方向へ退避します。 

 ④ Ｚ方向 
Ｚ方向へ退避します。 

 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 退避位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：退避位置のＺ座標値が表示されます。 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
５ページ 溝仕上げ 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 



７-４０ 

７－５－４ 突切り 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工詳細タイプ 

 ① 荒 

フィーチャに対し垂直に加工します。 

 ② 仕上げ 
フィーチャに沿って加工します。 

 フィーチャ 
 連続フィーチャを選択して下さい。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 荒 
１ページ 荒 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 荒 
 加工外径 
 切削を開始する時の材料径を入力して下さい。 
 アプローチ位置 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ 荒 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 ・Bu ：Ｘ方向の削り残し量を入力して下さい。 
４ページ 荒 
 ペックパターン 

 ① ペックなし 
ペックは行いません。 

 ② 垂直ペック 標準型 
標準型のペックを行います。１回切り込む毎に材料の外へ退避します。 

 ③ 垂直ペック 高速型 
高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避します。 

 切り込み量 
 ペック時の１回の切り込み深さを入力して下さい。 
 退避時の送り 
 溝の中から退避する時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで退避します。 
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 ② 切削送り 
切削送りで退避します。 

 退避時の送り速度 
 溝の中から退避する時の送り速度を入力して下さい。 
５ページ 荒 
 退避位置 
 ・X：退避位置のＸ座標値が表示されます。 
６ページ 荒 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 仕上げ 

１ページ 仕上げ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 仕上げ 
 アプローチ位置 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 切削進入距離 
 材料まで径方向からの切削進入距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
３ページ 仕上げ 
 削り残し量 
 ・Bw ：Ｚ方向の削り残し量を入力して下さい。 
 コーナの円弧補間 
 刃先Ｒがある工具でコーナを切削する時の動作を選択して下さい。 

 ① 補間なし 
コーナーを円弧で補間しません。工具は一時コーナーから離れます。 

 ② 補間あり 
コーナーを円弧で補間します。工具は常にコーナーと接しています。 

４ページ 仕上げ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－５ ワーク 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① ワーク移動 
メイン／サブスピンドルを移動します。 

 ② タレット移動 
タレットを移動します。 

 加工詳細タイプ 

 ① ワーク送り 

メイン側のＺ軸を移動します。 

 ② 取り上げ 
サブスピンドルでワークをクランプします。 

 ③ つかみ換え 

メインスピンドルのクランプ位置を移動します。 

 ④ 排出 

サブスピンドルからワークを排出します。 

 ⑤ 位置決め 

タレットを移動します。 
 フィーチャ 
 フィーチャは必要ありません。 
 工具 
  “位置決め”の時のみ工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ワーク送り 
２ページ ワーク送り 
 Z 座標 
 Ｚ座標を入力して下さい。 
 送り速度 
 送り速度を入力して下さい。単位は毎分送りです。 
３ページ ワーク送り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 取り上げ 
２ページ 取り上げ 
 クランプパターン 

 ① 取り上げ 
クランプを開始します。 

 ② つかみ換え 
クランプしている位置を移動します。 
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 アプローチ位置 
 アプローチ位置を入力して下さい。製品端面が基準になります。 
 クランプ位置 
 クランプする位置を入力して下さい。製品端面が基準になります。 
 送り速度 

 
送り速度を入力して下さい。単位は毎分送りです。 
取り上げ時は、アプローチ位置からこの送り速度で移動します。 
つかみ換え時は、前回のクランプ位置からこの送り速度で移動します。 

 コレット引き戻し量 
 クランプすると同時に引き戻し動作を行います。この時の距離を入力して下さい。 
３ページ 取り上げ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ つかみ換え 
２ページ つかみ換え（サブコレット） 
 つかみ換え Z 座標 
 つかみ換えを開始するＺ座標を入力して下さい。 
 つかみ換え距離 
 つかみ換えの距離を入力して下さい。 
２ページ つかみ換え（グリップ装置） 
 アプローチ位置 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 グリップ押し込み位置 
 グリップ装置の押し込み位置を入力して下さい。 
 グリップ押し込み速度 

 送り速度を入力して下さい。単位は毎分送りです。 
グリップ装置はアプローチ位置から押し込み位置までこの送り速度で移動します。 

 つかみ換え距離 
 つかみ換えの距離を入力して下さい。 
３ページ つかみ換え 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 排出 

１ページ 排出 
 ドウェル 
 排出時のドウェル時間を入力して下さい。 
２ページ 排出 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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◇ 位置決め 
２ページ 位置決め 
 アプローチタイプ 

 ① Z3 位置決め（CHANNEL 3） 
CHANNEL 3 から位置決めを指令します。 

 ② Z3 位置決め（CHANNEL 2） 
CHANNEL 2 から位置決めを指令します。 

 アプローチ位置 
 ・Z3：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X3：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
３ページ 位置決め 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－６ 穴あけ・タップ 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工詳細タイプ 

 ① ドリル 

穴あけ加工します。 

 ② タップ 

タップ加工します。 

 ③ 面取り 
面取り加工します。 

 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 

 フィーチャを設定する必要はありません。 
端面の位置に自動で PTOP フィーチャが作成されます。 

 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ドリル 
１ページ ドリル 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ドリル 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さタイプ 

 ① 先端までの深さ 
工具の先端が“穴の深さ”まで達します。 

 ② 肩までの深さ 
工具の肩が“穴の深さ”まで達します。 

 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 固定サイクル 

 ① G1 
Ｇ１モードでＮＣを出力します。 

 ② G83 
Ｇ８３モードでＮＣを出力します。 
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３ページ ドリル 
 ペックパターン 

 ① ペックなし 
ペックは行いません。 

 ② ペック 標準型 
標準型のペックを行います。１回切り込む毎に材料の外へ退避します。 

 ③ ペック 高速型 
高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避します。 

 １回目の切り込み量 
 ペック時の１回目の切り込み深さを入力して下さい。 
 2 回目以降の切り込み量 
 ペック時の 2 回目以降の切り込み深さを入力して下さい。 
 退避および位置決め時の送り 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで移動します。 

 ② 切削送り 
切削送りで移動します。 

 退避および位置決め時の送り速度 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を入力して下さい。 
 ドウェル 
 ドウェル時間を入力して下さい。 
５ページ ドリル 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ タップ 
１ページ タップ 
 ピッチ 
 ピッチを入力して下さい。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ タップ 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 リジッドタップ指令 

 ① G63 
Ｇ６３モードでＮＣを出力します。 

 ② G331/332 
Ｇ３３１／３３２モードでＮＣを出力します。 

５ページ タップ 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 



７-４７ 

◇ 面取り 
１ページ 面取り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 面取り 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さ 
 穴の深さが“面取り直径”より算出され、表示されます。 
 面取り直径 
 面取り直径を入力して下さい。 
３ページ 面取り 
 退避時の送り 
 穴の中から退避する時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで退避します。 

 ② 切削送り 
切削送りで退避します。 

 退避時の送り速度 
 穴の中から退避する時の送り速度を入力して下さい。 
５ページ 面取り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－７ C軸穴あけ・タップ 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① 外周 
外周を加工します。 

 ② 端面 
端面を加工します。 

 加工詳細タイプ 

 ① ドリル 

穴あけ加工します。 

 ② タップ 

タップ加工します。 

 ③ 面取り 
面取り加工します。 

 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 
 PTOP フィーチャを選択して下さい。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ドリル 
１ページ ドリル 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ドリル 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
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 穴の深さタイプ 

 ① 先端までの深さ 
工具の先端が“穴の深さ”まで達します。 

 ② 肩までの深さ 
工具の肩が“穴の深さ”まで達します。 

 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 固定サイクル 

 ① G1 
Ｇ１モードでＮＣを出力します。 

 ② G83 
Ｇ８３モードでＮＣを出力します。 

 ③ G87 
Ｇ８７モードでＮＣを出力します。 

３ページ ドリル 
 ペックパターン 

 ① ペックなし 
ペックは行いません。 

 ② ペック 標準型 
標準型のペックを行います。１回切り込む毎に材料の外へ退避します。 

 ③ ペック 高速型 
高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避します。 

 １回目の切り込み量 
 ペック時の１回目の切り込み深さを入力して下さい。 
 2 回目以降の切り込み量 
 ペック時の 2 回目以降の切り込み深さを入力して下さい。 
 退避および位置決め時の送り 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで移動します。 

 ② 切削送り 
切削送りで移動します。 

 退避および位置決め時の送り速度 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を入力して下さい。 
 ドウェル 
 ドウェル時間を入力して下さい。 
５ページ ドリル 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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◇ タップ 
１ページ タップ 
 ピッチ 
 ピッチを入力して下さい。 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ タップ 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 リジッドタップ指令 

 ① G63 
Ｇ６３モードでＮＣを出力します。 

 ② G331/332 
Ｇ３３１／３３２モードでＮＣを出力します。 

５ページ タップ 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 面取り 
１ページ 面取り 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 面取り 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
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 穴の深さ 
 穴の深さが“面取り直径”より算出され、表示されます。 
 面取り直径 
 面取り直径を入力して下さい。 
３ページ 面取り 
 退避時の送り 
 穴の中から退避する時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで退避します。 

 ② 切削送り 
切削送りで退避します。 

 退避時の送り速度 
 穴の中から退避する時の送り速度を入力して下さい。 
５ページ 面取り 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－８ 割出穴あけ・タップ 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工詳細タイプ 

 ① ドリル 

穴あけ加工します。 

 ② タップ 

タップ加工します。 

 ③ 面取り 
面取り加工します。 

 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 
 PTOP フィーチャを選択して下さい。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ドリル 
１ページ ドリル 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ドリル 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さタイプ 

 ① 先端までの深さ 
工具の先端が“穴の深さ”まで達します。 

 ② 肩までの深さ 
工具の肩が“穴の深さ”まで達します。 
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 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 固定サイクル 

 ① G1 
Ｇ１モードでＮＣを出力します。 

 ② G83 
Ｇ８３モードでＮＣを出力します。 

 ③ G87 
Ｇ８７モードでＮＣを出力します。 

３ページ ドリル 
 ペックパターン 

 ① ペックなし 
ペックは行いません。 

 ② ペック 標準型 
標準型のペックを行います。１回切り込む毎に材料の外へ退避します。 

 ③ ペック 高速型 
高速型のペックを行います。１回切り込む毎に指定した距離だけ退避します。 

 １回目の切り込み量 
 ペック時の１回目の切り込み深さを入力して下さい。 
 2 回目以降の切り込み量 
 ペック時の 2 回目以降の切り込み深さを入力して下さい。 
 退避および位置決め時の送り 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで移動します。 

 ② 切削送り 
切削送りで移動します。 

 退避および位置決め時の送り速度 
 穴の中から退避する時および穴の中へ位置決めする時の送り速度を入力して下さい。 
 ドウェル 
 ドウェル時間を入力して下さい。 
５ページ ドリル 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ タップ 
１ページ タップ 
 ピッチ 
 ピッチを入力して下さい。 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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２ページ タップ 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さ 
 穴の深さを入力して下さい。 
 リジッドタップ指令 

 ① G63 
Ｇ６３モードでＮＣを出力します。 

 ② G331/332 
Ｇ３３１／３３２モードでＮＣを出力します。 

５ページ タップ 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ 面取り 
１ページ 面取り 
 PTOP フィーチャ加工順逆転 
 PTOP フィーチャの終点から加工を開始します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 面取り 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 穴の深さ 
 穴の深さが“面取り直径”より算出され、表示されます。 
 面取り直径 
 面取り直径を入力して下さい。 
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３ページ 面取り 
 退避時の送り 
 穴の中から退避する時の送り速度を選択して下さい。 

 ① 早送り 
早送りで退避します。 

 ② 切削送り 
切削送りで退避します。 

 退避時の送り速度 
 穴の中から退避する時の送り速度を入力して下さい。 
５ページ 面取り 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－９ C軸加工 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工部位タイプ 

 ① 外周 
外周を加工します。 

 ② 端面 
端面を加工します。 

 ③ 円筒補間 
円筒補間で加工します。 

 加工詳細タイプ 

 ① 輪郭加工 

フィーチャに沿って加工します。 

 ② ポケット加工 

フィーチャの内側を加工します。 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 

 
連続フィーチャを選択して下さい。 
“ポケット加工”の場合、切削する領域を示すフィーチャだけでなく、その内部の削らな

い部分を示すフィーチャを複数選択することができます。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 輪郭加工 

１ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭加工 
 壁の状態（外周） 
 回転の中心からフィーチャの輪郭に向かう軸によって形成される壁を放射壁といいます。

 
① 放射工具軸（放射壁保護なし） 

同一径の円筒上に作成されたフィーチャを加工します。 
工具はフィーチャの輪郭に沿って切削しますが、放射壁を削り込む場合があります。 

 
② 放射工具軸（放射壁保護あり） 

同一径の円筒上に作成されたフィーチャを加工します。 
工具が放射壁を削り込まないようにパスが生成されます。 
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③ 放射壁 

同一径の円筒上に作成されたフィーチャを加工します。 
Ｙ軸の動作により、工具の側面で放射壁を形成します。 

 壁の状態（端面） 

 ① 垂直壁 
フィーチャの輪郭に対して垂直な壁が形成されます。 

 ② テーパ壁 
フィーチャの輪郭に対して角度付きの壁が形成されます。 

 壁の角度 
 壁の角度を入力して下さい。 
 加工径 
 “円筒補間”の時、円筒直径を入力して下さい。 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 加工深さ 
 加工する深さを入力して下さい。 
 加工開始位置 
 加工を開始する深さ入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込み深さを入力して下さい。 
３ページ 輪郭加工 
 加工方向 

 ① 左アップカット 
フィーチャの左側をアップカットで切削します。 

 ② 右アップカット 
フィーチャの右側をアップカットで切削します。 

 ③ 左ダウンカット 
フィーチャの左側をダウンカットで切削します。 

 ④ 右ダウンカット 
フィーチャの右側をダウンカットで切削します。 

 工具径を無視する 
 工具径を無視してパスを生成します。工具の中心がフィーチャ上を移動します。 
 切削進入方向 
 材料までの切削進入方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向から進入します。 
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 ② 法線方向 
法線方向から進入します。 

 切削進入距離 
 材料までの切削進入距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 切削進入軸 
 材料までの切削進入軸を選択して下さい。 

 ① XY 軸 
“切削進入方向”で選択した動作をＸ軸とＹ軸で動かします。 

 ② XC 軸 
“切削進入方向”で選択した動作をＸ軸とＣ軸で動かします。 

４ページ 輪郭加工 
 パスパターン１ 
 同一平面（同一深さ）におけるパスパターンを選択して下さい。 

 ① シングルパス 
１本のパスで切削します。 

 ② マルチパス 単方向 
同一方向の複数のパスで切削します。 

 ③ マルチパス 双方向（直線接続） 
折り返しながら複数のパスで切削します。折り返しは直線動作になります。 

 ④ マルチパス 双方向（円弧接続） 
折り返しながら複数のパスで切削します。折り返しは円弧動作になります。 

 パスパターン２ 
 深さ方向に対するパスパターンを選択して下さい。 

 ① 幅先行 
同一平面（同一深さ）の切削が完了した後、次の平面（深さ）を切削します。 

 
② 深さ先行 単方向 

それぞれの深さを同一方向に切削します。全深さの切削が完了した後、幅方向へ移動しま

す。 

 
③ 深さ先行 双方向 

それぞれの深さを折り返しながら切削します。全深さの切削が完了した後、幅方向へ移動

します。 
 幅パス数 
 同一平面（同一深さ）におけるパス数を入力して下さい。 
 オーバーカット量 
 オーバーカット量を工具径の比率で入力して下さい。 
 削り残し量 
 削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 パスとパスの間隔を入力して下さい。 
５ページ 輪郭加工 
 コーナの円弧補間 
 コーナを切削する時の動作を選択して下さい。 

 ① 補間なし 
コーナを円弧で補間しません。工具は一時コーナーから離れます。 
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 ② 補間あり 
コーナを円弧で補間します。工具は常にコーナーと接しています。 

 トリミング 
 フィーチャの始点と終点を結んだ仮想線を使ってトリミングをしてます。 

 ① トリミングなし 
トリミングしません。 

 ② トリミングあり 
トリミングします。 

６ページ 輪郭加工 
 切削退避方向 
 材料からの切削退避方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向へ退避します。 

 ② 法線方向 
法線方向へ退避します。 

 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 切削退避軸 
 材料からの切削退避軸を選択して下さい。 

 ① XY 軸 
“切削退避方向”で選択した動作をＸ軸とＹ軸で動かします。 

 ② XC 軸 
“切削退避方向”で選択した動作をＸ軸とＣ軸で動かします。 

７ページ 輪郭加工 
 刃先Ｒ補正 

 ① OFF 
刃先Ｒ補正キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
刃先Ｒ補正モードでＮＣを出力します。 

 極座標補間 

 ① OFF 
極座標補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
極座標補間モードでＮＣを出力します。 

 円筒補間 

 ① OFF 
円筒補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
円筒補間モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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◇ ポケット加工 

１ページ ポケット加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ポケット加工 
 壁の状態（外周） 
 回転の中心からフィーチャの輪郭に向かう軸によって形成される壁を放射壁といいます。

 
① 放射工具軸（放射壁保護なし） 

同一径の円筒上に作成されたフィーチャを加工します。 
工具はフィーチャの輪郭に沿って切削しますが、放射壁を削り込む場合があります。 

 
② 放射工具軸（放射壁保護あり） 

同一径の円筒上に作成されたフィーチャを加工します。 
工具が放射壁を削り込まないようにパスが生成されます。 

 壁の状態（端面） 

 ① 垂直壁 
フィーチャの輪郭に対して垂直な壁が形成されます。 

 ② テーパ壁 
フィーチャの輪郭に対して角度付きの壁が形成されます。 

 壁の角度 
 壁の角度を入力して下さい。 
 加工径 
 “円筒補間”の時、円筒直径を入力して下さい。 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 加工深さ 
 加工する深さを入力して下さい。 
 加工開始位置 
 加工を開始する深さ入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込み深さを入力して下さい。 
３ページ ポケット加工 
 パスパターン 

 ① マルチパス 単方向 
同一方向の複数のパスで切削します。 

 ② マルチパス 双方向 
折り返しながら複数のパスで切削します。 

 ③ 同心 In 
ある一点を中心に外側から内側に向かって切削します。 
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 ④ 同心 Out 
ある一点を中心に内側から外側に向かって切削します。 

 輪郭に沿ったパスを追加する 

 “パスパターン”に従って生成されるパスに、フィーチャの輪郭に沿ったパスを追加しま

す。 
 加工方向 

 ① アップカット 
アップカットで切削します。 

 ② ダウンカット 
ダウンカットで切削します。 

４ページ ポケット加工 
 パスの角度 
 パスの角度を入力して下さい。 
 削り残し量 
 削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 パスとパスの間隔を入力して下さい。 
 コーナパスの円弧補間 

 ① 補間なし 
コーナパスを円弧で補間しません。 

 ② 補間あり 
コーナパスを円弧で補間します。 

５ページ ポケット加工 
 未加工領域の削除 

 “パスパターン”に従って生成されたパスだけでは未加工領域が残る場合があります。 
この未加工領域の加工方法を選択して下さい。 

 ① 削除しない 
未加工領域を削除しません。 

 ② 削除する 
未加工領域を削除するためのパスを追加します。 

 加工方法１ 
 領域内の加工方法を選択して下さい。 

 ① 小工具引き上げ 
工具の引き上げ回数が 小になるようにパスを生成します。 

 ② 小加工時間 
加工時間が 小になるようにパスを生成します。 

 加工方法２ 

 生成されるパスがいくつかの領域に分かれる時があります。 
この時の加工順を選択して下さい。 

 ① 領域優先 
１つの領域の切削が完了するまで他の領域を切削しません。 

 ② 深さ優先 
全ての領域を同じ深さで切削した後、次の深さを切削します。 
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６ページ ポケット加工 
 極座標補間 

 ① OFF 
極座標補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
極座標補間モードでＮＣを出力します。 

 円筒補間 

 ① OFF 
円筒補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
円筒補間モードでＮＣを出力します。 

 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－５－１０ 割出加工 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工詳細タイプ 

 ① 輪郭加工 

フィーチャに沿って加工します。 

 ② ポケット加工 

フィーチャの内側を加工します。 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 フィーチャ 

 
連続フィーチャを選択して下さい。 
“ポケット加工”の場合、切削する領域を示すフィーチャだけでなく、その内部の削らな

い部分を示すフィーチャを複数選択することができます。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 輪郭加工 
１ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭加工 
 壁の状態 

 ① 垂直壁 
フィーチャの輪郭に対して垂直な壁が形成されます。 

 ② テーパ壁 
フィーチャの輪郭に対して角度付きの壁が形成されます。 

 壁の角度 
 壁の角度を入力して下さい。 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
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 加工深さ 
 加工する深さを入力して下さい。 
 加工開始位置 
 加工を開始する深さ入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込み深さを入力して下さい。 
３ページ 輪郭加工 
 加工方向 

 ① 左アップカット 
フィーチャの左側をアップカットで切削します。 

 ② 右アップカット 
フィーチャの右側をアップカットで切削します。 

 ③ 左ダウンカット 
フィーチャの左側をダウンカットで切削します。 

 ④ 右ダウンカット 
フィーチャの右側をダウンカットで切削します。 

 工具径を無視する 
 工具径を無視してパスを生成します。工具の中心がフィーチャ上を移動します。 
 切削進入方向 
 材料までの切削進入方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向から進入します。 

 ② 法線方向 
法線方向から進入します。 

 切削進入距離 
 材料までの切削進入距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
４ページ 輪郭加工 
 パスパターン１ 
 同一平面（同一深さ）におけるパスパターンを選択して下さい。 

 ① シングルパス 
１本のパスで切削します。 

 ② マルチパス 単方向 
同一方向の複数のパスで切削します。 

 ③ マルチパス 双方向（直線接続） 
折り返しながら複数のパスで切削します。折り返しは直線動作になります。 

 ④ マルチパス 双方向（円弧接続） 
折り返しながら複数のパスで切削します。折り返しは円弧動作になります。 

 パスパターン２ 
 深さ方向に対するパスパターンを選択して下さい。 

 ① 幅先行 
同一平面（同一深さ）の切削が完了した後、次の平面（深さ）を切削します。 

 
② 深さ先行 単方向 

それぞれの深さを同一方向に切削します。全深さの切削が完了した後、幅方向へ移動しま

す。 
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③ 深さ先行 双方向 

それぞれの深さを折り返しながら切削します。全深さの切削が完了した後、幅方向へ移動

します。 
 幅パス数 
 同一平面（同一深さ）におけるパス数を入力して下さい。 
 オーバーカット量 
 オーバーカット量を工具径の比率で入力して下さい。 
 削り残し量 
 削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 パスとパスの間隔を入力して下さい。 
５ページ 輪郭加工 
 コーナの円弧補間 
 コーナを切削する時の動作を選択して下さい。 

 ① 補間なし 
コーナを円弧で補間しません。工具は一時コーナーから離れます。 

 ② 補間あり 
コーナを円弧で補間します。工具は常にコーナーと接しています。 

 トリミング 
 フィーチャの始点と終点を結んだ仮想線を使ってトリミングをしてます。 

 ① トリミングなし 
トリミングしません。 

 ② トリミングあり 
トリミングします。 

６ページ 輪郭加工 
 切削退避方向 
 材料からの切削退避方向を選択して下さい。 

 ① 接線方向 
接線方向へ退避します。 

 ② 法線方向 
法線方向へ退避します。 

 切削退避距離 
 材料からの切削退避距離を入力して下さい。この間は切削送りになります。 
７ページ 輪郭加工 
 刃先Ｒ補正 

 ① OFF 
刃先Ｒ補正キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
刃先Ｒ補正モードでＮＣを出力します。 

 極座標補間 

 ① OFF 
極座標補間キャンセルでＮＣを出力します。 
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 ② ON 
極座標補間モードでＮＣを出力します。 

 円筒補間 

 ① OFF 
円筒補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
円筒補間モードでＮＣを出力します。 

 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 

 
◇ ポケット加工 
１ページ ポケット加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ポケット加工 
 壁の状態 

 ① 垂直壁 
フィーチャの輪郭に対して垂直な壁が形成されます。 

 ② テーパ壁 
フィーチャの輪郭に対して角度付きの壁が形成されます。 

 壁の角度 
 壁の角度を入力して下さい。 
 アプローチ位置 
 サブスピンドルの加工では背面が原点となります。 
 ・Z：アプローチ位置のＺ座標値を入力して下さい。 
 ・X：アプローチ位置のＸ座標値を入力して下さい。 
 クリアランスまでの送り速度 
 アプローチ位置からクリアランスまでの送り速度を入力して下さい。 
 クリアランス 
 材料までのクリアランスを入力して下さい。この間は切削送りになります。 
 加工深さ 
 加工する深さを入力して下さい。 
 加工開始位置 
 加工を開始する深さ入力して下さい。 
 切り込み量 
 １回の切り込み深さを入力して下さい。 
３ページ ポケット加工 
 パスパターン 

 ① マルチパス 単方向 
同一方向の複数のパスで切削します。 

 ② マルチパス 双方向 
折り返しながら複数のパスで切削します。 
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 ③ 同心 In 
ある一点を中心に外側から内側に向かって切削します。 

 ④ 同心 Out 
ある一点を中心に内側から外側に向かって切削します。 

 輪郭に沿ったパスを追加する 

 “パスパターン”に従って生成されるパスに、フィーチャの輪郭に沿ったパスを追加しま

す。 
 加工方向 

 ① アップカット 
アップカットで切削します。 

 ② ダウンカット 
ダウンカットで切削します。 

４ページ ポケット加工 
 パスの角度 
 パスの角度を入力して下さい。 
 削り残し量 
 削り残し量を入力して下さい。 
 切削間隔 
 パスとパスの間隔を入力して下さい。 
 コーナパスの円弧補間 

 ① 補間なし 
コーナパスを円弧で補間しません。 

 ② 補間あり 
コーナパスを円弧で補間します。 

５ページ ポケット加工 
 未加工領域の削除 

 “パスパターン”に従って生成されたパスだけでは未加工領域が残る場合があります。 
この未加工領域の加工方法を選択して下さい。 

 ① 削除しない 
未加工領域を削除しません。 

 ②削除する 
未加工領域を削除するためのパスを追加します。 

 加工方法１ 
 領域内の加工方法を選択して下さい。 

 ① 小工具引き上げ 
工具の引き上げ回数が 小になるようにパスを生成します。 

 ② 小加工時間 
加工時間が 小になるようにパスを生成します。 

 加工方法２ 

 生成されるパスがいくつかの領域に分かれる時があります。 
この時の加工順を選択して下さい。 

 ① 領域優先 
１つの領域の切削が完了するまで他の領域を切削しません。 
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 ② 深さ優先 
全ての領域を同じ深さで切削した後、次の深さを切削します。 

６ページ ポケット加工 
 極座標補間 

 ① OFF 
極座標補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
極座標補間モードでＮＣを出力します。 

 円筒補間 

 ① OFF 
円筒補間キャンセルでＮＣを出力します。 

 ② ON 
円筒補間モードでＮＣを出力します。 

 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－６ 加工定義パラメータ（マニュアルパス） 

７－６－１ 旋削加工 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 輪郭加工 
１ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－６－２ ねじ切り 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 工具 
  旋削工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ねじ切り 
１ページ ねじ切り 
 開始リード 
 ねじのリードを入力して下さい。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ねじ切り 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－６－３ 穴あけ 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ ドリル 

１ページ ドリル 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ ドリル 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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７－６－４ 割出加工 

■ 加工定義インデックスダイアログ 
インデックスダイアログ 
 加工スピンドル 

 ① メインスピンドル 
メインスピンドルで加工します。 

 ② サブスピンドル 
サブスピンドルで加工します。 

 製品長 
  製品長を入力して下さい。 
 工具 
  ミリング工具を選択して下さい。 

 
■ 加工定義パラメータダイアログ 

◇ 輪郭加工 
１ページ 輪郭加工 
 「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
２ページ 輪郭加工 
 スピンドルクランプ 
  スピンドルをクランプして加工します。 
 その他は「７－４ 加工定義パラメータ（全加工共通）」を参照して下さい。 
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８．同期リスト 
 

８－１ 同期リストダイアログ 

e-camo ツールバーの[同期リスト]を選択すると、“同期リストダイアログ”が表示されます。“同期

リストダイアログ”では、加工順の編集、待ち合わせコードの設定、同期の設定などを行います。

これらの操作は、“同期リストダイアログ”のツールバー、または、マウスの右クリックで表示され

るメニューから行うことができます。 
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■ 同期リストダイアログの特徴 
・ 加工定義、同期、待ち合わせコードが加工順に、待ち合わせ位置を揃えて表示されます。 
・ [情報]欄には、加工定義の工具番号と、待ち合わせコードの挿入位置が表示されます。 
・ リストの並び順はチャンネル１、チャンネル 3、チャンネル２となります。 
・ 加工定義アイコンを選択すると、それに対応した時間バーが強調表示されます。 
・ ダイアログの大きさは自由に変更することができます。 
・ リスト上部のチャンネル名ラベルは選択状況によって次のように表示が変わります。また、こ

のラベル部分をクリックすると、そのチャンネル内の全ての選択状態が解除されます。 

 
選択なし    ： 黒色（カレントのリストは太字） 
加工定義選択   ： 青色 
同期、待ち合わせコード選択 ： 赤色 

 
 

■ ツールバーボタン 
◇ 同期の設定  

“同期の設定ダイアログ”が表示され、選択されている加工定義に対して同期を設定します。

詳細は「８－３ 同期の設定ダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ コードの挿入  

“コードの挿入ダイアログ”が表示され、選択されている加工定義の前後に待ち合わせコード

を挿入します。詳細は「８－４ コードの挿入ダイアログ」を参照して下さい。 
 
◇ コードの編集  

“コードの挿入ダイアログ”が表示され、選択されている待ち合わせコードの編集を行います。

待ち合わせコードアイコンのダブルクリックでも同様の操作を行うことができます。 
 
◇ コードと加工の削除  

選択されている同期、待ち合わせコード、加工定義を削除します。[Delete]キーでも同様の操作

を行うことができます。 
 
◇ M131 挿入  

チャンネル１とチャンネル３に M131 を挿入します。この時 M131 は、チャンネル１で選択さ

れている加工の工具交換前＜BTL＞と、チャンネル３で選択されている加工の加工後＜AOP＞
に挿入されます。 

 
◇ M133 挿入  

チャンネル１とチャンネル３に M133 を挿入します。この時 M133 は、チャンネル１で選択さ

れている加工の加工後＜AOP＞と、チャンネル３で選択されている加工の工具交換前＜BTL＞
に挿入されます。 

 
◇ 削除を取り消す  

削除された同期、待ち合わせコード、加工定義を元に戻します。 
 



８-３ 

◇ 設定  
“設定ダイアログ”が表示され、同期の色、文字の色、行の間隔の設定を行います。“設定ダイ

アログ”の詳細は「８－５ 設定ダイアログ」を参照して下さい。 
 
 
注 記 
・ 同期、待ち合わせコードはそれぞれ次のようなアイコンで表示されます。 

 ：同期ON 

 ：同期OFF 
  ：待ち合わせコード 

 

・ ツールバーの各機能は、リスト上のマウス右クリックで開くことができるメニューからも実

行することができます。 
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８－２ 加工順の編集 

加工定義アイコン、同期アイコン、待ち合わせコードアイコンをドラッグ＆ドロップで移動させる

ことによって、加工順、待ち合わせコードの位置などを編集することができます。 
 

■ 加工定義の移動 
加工定義アイコンを同じチャンネルリスト内の任意の位置へ移動させることによって加工順を編集

します。 
 
下図では、「Y 軸輪郭２」を待ち合わせコードの上へ移動して加工順を「溝荒→溝仕上げ→C 軸穴あ

け→Y 軸輪郭２」から「Y 軸輪郭２→溝荒→溝仕上げ→C 軸穴あけ」へ変更します。 
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■ 待ち合わせコードの移動 
待ち合わせコードアイコンを同じチャンネルリスト内の任意の位置へ移動させることによって待ち

合わせコードの挿入位置を編集します。この時、他チャンネルの対になる待ち合わせコードも追従

して移動されます。 
 
下図では、待ち合わせコードを「溝仕上げ」後から「溝荒」前へ移動しています。この時、対にな

る待ち合わせコードも「背面輪郭」後から「背面輪郭」前へ移動されます。 
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■ 同期の移動 
同期 ON アイコン、または、同期 OFF アイコンを同じチャンネルリスト内の任意の位置へ移動さ

せることによって、同期 ON／OFF とそれらで挟まれた加工定義をまとめて移動させることができ

ます。 
 
下図では、「X1-X3 同期 ON」アイコンを「Y1-Y3 正同期 OFF」アイコン後へ移動させることによ

って、X1-X3 同期全体が Y1-Y3 正同期後へ移動されます。 
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８－３ 同期の設定ダイアログ 

複数チャンネルで加工定義を選択し、ツールバーから[同期の設定]ボタンを選択するか、あるいは、

マウスの右クリックで表示されるメニューから[同期の設定]を選択すると、“同期の設定ダイアロ

グ”が表示されます。“同期の設定ダイアログ”では、選択されている加工定義に対して同期を設定

することができます。 

 
 
◇ 同期 

同期を選択します。このリストには、選択されている加工定義のタイプ、チャンネル番号に対

して設定可能な同期のみが表示されます。 
 

◇ コードパターン 
同期のコードパターンが表示されます。同期を設定した場合には、このコードパターン中の赤

字の部分が NC コードに出力されます。 
 

◇ 同期の設定を行う加工定義 
“同期の設定ダイアログ”を開くときに選択された加工定義が表示されます。このリストは表

示を行うのみであり、ここで加工定義の変更や加工順の変更などを行うことはできません。 
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 注 意 

・ 同期の間に待ち合わせコードを挿入すると、同期のコードパターンが正しく出力されない場

合があります。 

  
  
 待ち合わせコードはなるべく同期の前後に挿入するようにして下さい。 

  
 
 
 
■ 同期の種類 
“同期の設定ダイアログ”で選択できる同期の種類は次の通りです。 
 

選択すべき加工定義のタイプ 
同期の種類 

チャンネル１ チャンネル 3 チャンネル２ 
旋削加工 旋削加工 －－－ X1－X3 同期 
ミリング加工 ミリング加工 －－－ 
旋削加工 旋削加工 －－－ X3－X1 同期 
ミリング加工 ミリング加工 －－－ 

Y1－Y3 正同期 ミリング加工 ミリング加工 －－－ 
Y1－Y3 逆同期 ミリング加工 ミリング加工 －－－ 

全て －－－ ピックアップ Z1－Z2 同期 
－－－ 全て ピックアップ 
旋削加工 穴あけ加工 －－－ 
旋削加工 旋削加工 －－－ Z1－Z3 重畳 
ミリング加工 ミリング加工 －－－ 

Z1－Z3－Z2 重畳 旋削加工 対向型ドリルでの穴加工 対向型ドリルでの穴加工

突切り加工 －－－ ピックアップ 
取り上げ 

－－－ 突切り加工 ピックアップ 
正面背面同時加工 －－－ 対向型ドリルでの穴加工 対向型ドリルでの穴加工
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■ 同期の設定例 
チャンネル１で「輪郭仕上げ」を、チャンネル３で「輪郭荒」を選択し、マウスの右クリックで表

示されるメニューから[同期の設定]を選択します。 

 

 
“同期の設定ダイアログ”が表示され、「X1－X3 同期」を選択します。 

 

 
「輪郭仕上げ」、「輪郭荒」の前後に「X1－X3 同期 ON」、「X1－X3 同期 OFF」が挿入され、同期

の設定が完了します。 
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８－４ コードの挿入ダイアログ 

複数チャンネルで挿入位置を選択し、ツールバーから[コードの挿入]ボタンを選択するか、あるい

は、マウスの右クリックで表示されるメニューから[コードの挿入]を選択すると、“コードの挿入ダ

イアログ”が表示されます。“コードの挿入ダイアログ”では、選択されている位置に待ち合わせコ

ードを挿入することができます。 

 
 
◇ 挿入コード 

待ち合わせコードを選択します。このリストには、選択されているチャンネル番号に対して設

定可能な待ち合わせコードのみが表示されます。 
 
◇ 加工 

“コードの挿入ダイアログ”を開くときに選択された加工定義が表示されます。ここでは表示

を行うのみであり、ここで加工定義の変更などを行うことはできません。 
 

◇ 挿入位置 
加工定義のどの位置に待ち合わせコードを挿入するかを選択します。選択可能な挿入位置は次

の通りです。 
 ・工具交換前（BTL） ・工具交換後（ATL） 
 ・アプローチ前（BAP） ・アプローチ後（AAP） 
 ・加工前（BOP） ・加工後（AOP） 
 

◇ 前出力／後出力 
待ち合わせコードが NC コードに出力されるときに、その直前と直後に任意のコードを出力さ

せることができます。 
 
 
注 記 
・ 同期リストで待ち合わせコードの挿入位置を選択するときには、加工定義アイコン、同期ア

イコン、待ち合わせコードアイコンのどのアイコンを選択しても構いません。 
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■ 待ち合わせコードの種類 
“コードの挿入ダイアログ”で選択できる待ち合わせコードの種類は次の通りです。 
 

選択すべきチャンネル 
待ち合わせコード 

チャンネル１ チャンネル 3 チャンネル２ 
M50 ○ ○ － 
M51 ○ ○ － 
M52 ○ ○ － 
M53 ○ ○ － 
M54 ○ ○ － 
M55 ○ ○ － 
M56 ○ ○ － 
M57 ○ ○ － 

○ － ○ M82 
－ ○ ○ 
○ － ○ M83 
－ ○ ○ 

M131 ○ ○ － 
M133 ○ ○ － 

○ － ○ M140 
－ ○ ○ 
○ － ○ M141 
－ ○ ○ 

M142 ○ ○ － 
M143 ○ ○ － 
M144 ○ ○ ○ 
M145 ○ ○ ○ 
M172 － ○ ○ 
M173 － ○ ○ 
M553 ○ ○ ○ 

○ ○ － 
－ ○ ○ 
○ － ○ waitm 

○ ○ ○ 
途中材欠処理 ○ ○ ○ 

 
 
注 記 
・ 「途中材欠処理」が設定された場合には、待ち合わせコードが出力されるのではなく、ポス

トプロセッサにより定義されたプログラムパターンが出力されます。 
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■ コードの挿入の設定例 
チャンネル１で「溝仕上げ」を、チャンネル３で「背面輪郭」を選択し、マウスの右クリックで表

示されるメニューから[コードの挿入]を選択します。 

 

 
“コードの挿入ダイアログ”で[M133]を選択し、「溝仕上げ」に対して[加工後（AOP）]を、「背面

輪郭」に対して[工具交換前（BTL）]を選択します。 

 

 
「溝仕上げ」後、「背面輪郭」前に[M133]が挿入され、コードの挿入が完了します。このとき[情報]
リストには選択された挿入位置の記号[AOP]、[BTL]が表示されます。 
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８－５ 設定ダイアログ 

ツールバーから[設定]ボタンを選択するか、あるいは、マウスの右クリックで表示されるメニュー

から[設定]を選択すると、“設定ダイアログ”が表示されます。“設定ダイアログ”では、文字や背

景の色、リストの行間を設定することができます。 

 
 
◇ 文字の色 

“色の設定ダイアログ”が表示され、選択された同期の文字色を設定します。 
 
◇ 背景の色 

“色の設定ダイアログ”が表示され、選択された同期の背景色を設定します。 
 
◇ 行の間隔 

リストの行の間隔を[標準]／[狭い]から選択します。 

 
標準     狭い 



９．出力 
 

９－１ ＮＣコード 

メニューバーから[ファイル]の[NC コード]を選択、または e-camo ツールバーの[NC コード]を選択

すると、“NC 出力ダイアログ”が表示され、NC ファイルの作成を行うことができます。 

   
 

 
 
◇ NC ファイル名 

NC ファイルの名前を設定します。この名前に従って次のファイルが作成されます。 
・ファイル出力先フォルダ ： ...￥e-camo3.0￥Output￥NcCode￥ファイル名 
・出力ファイル  ： ファイル名_１.mpf （チャンネル１の NC ファイル） 

      ファイル名_２.mpf （チャンネル２のNCファイル） 
      ファイル名_３.mpf （チャンネル３のNCファイル） 
      ファイル名_ｃ.cpf （ジオメトリ情報ファイル） 

 
注 記 
・ ジオメトリ情報ファイルには、ワーク径、製品長、Ｚ１軸加工開始位置、突切りバイト幅、

突切り時の主軸回転数、ユニット機番、ジオメトリオフセットが出力されます。 
・ ジオメトリ情報ファイルのデータを有効にするには、機械に登録する必要があります。キー

プリレーの“工具データ登録機能を使用する”を“ＹＥＳ”にしてから、スタートボタンを

押すと機械に登録されます。詳細は機械の取扱説明書を参照して下さい。 
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■ NC エディタ 
NC ファイルの作成が完了した後、NC ファイルは PUE によって自動的に開かれます。 

 
 
 
注 記 
・ PUEはPU-Jr.に添付されるNCコードエディタです。PUEの使用方法はPU-Jr.の取扱説明書

を参照して下さい。 
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e-camo をインストール後、初めて NC ファイルを出力する時には、PUE.exe の場所を設定するた

めに次のようなダイアログが表示されます。 

 
 
◇ 参照 

“ファイルを開くダイアログ”が表示され PUE.exe の場所を手動で設定します。 
 

◇ 検索 
PUE.exe の場所を自動的に検索し、その結果を表示します。 
 

◇ OK 
PUE.exe の場所を記憶し PUE を開きます。 

 
 
PUE.exe が見つからない場合、NC ファイルは ESPRIT の NC エディタによって開かれます。 
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９－２ 加工指示書 

メニューバーから[ファイル]の[加工指示書出力]を選択すると加工条件が記載された“加工指示書”

が表示されます。このとき、Microsoft Excelが自動的に立ち上がります。（なお加工指示書を使用

するには、あらかじめMicrosoft Excelをインストールしておく必要があります。） 
ここで以下のメッセージが表示されますので、[マクロ機能を有効にする(E)]をクリックします。 

   
 
ファイル“EcamoSetupSheet.txt”が作成され、Microsoft Excel でプレビュー表示されます。 
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加工指示書に編集を加えたい場合には、プレビュー表示で[閉じる]ボタンをクリックします。

Microsoft Excel の Sheet 上で編集を行なうことができます。 
 

 
 
この［加工指示書］機能では、加工指示書ファイルが自動的に EcamoSetupSheet.txt というファ

イル名で作成されます。もし加工指示書を保存する場合には、Microsoft Excel 上で[ファイル]の[名
前を付けて保存]で、新しく名前をつけてから保存してください。 
 
 

 注 意 
・加工指示書を保存する時には、ファイルの種類を「Microsoft Excelブック（＊.xls）」とし

て保存してください。 
・ 加工指示書を出力する時には、Microsoft Excelのマクロのセキュリティレベルを「中」に

設定して下さい。 
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９－３ ツーリングシート 

メニューバーから[ファイル]の[ツーリングシート]を選択すると工具形状やジオメトリオフセット

などが記載された“ツーリングシート”が表示されます。このとき、Microsoft Excelが自動的に立

ち上がります。（なおツーリングシートを使用するには、あらかじめMicrosoft Excelをインストー

ルしておく必要があります。） 
ここで以下のメッセージが表示されますので、[マクロ機能を有効にする(E)]をクリックします。 

   
 
ファイル“ToolingList.txt”が作成され、Microsoft Excel でプレビュー表示されます。 
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ツーリングシートに編集を加えたい場合には、プレビュー表示で[閉じる]ボタンをクリックします。

Microsoft Excel の Sheet 上で編集を行なうことができます。 
 

 
 
この［ツーリングシート］機能では、ツーリングシートファイルが自動的に ToolingList.txt という

ファイル名で作成されます。もしツーリングシートを保存する場合には、Microsoft Excel 上で[フ
ァイル]の[名前を付けて保存]で、新しく名前をつけてから保存してください。 
 
 

 注 意 
・ツーリングシートを保存する時には、ファイルの種類を「Microsoft Excelブック（＊.xls）」
として保存してください。 

・ ツーリングシートを出力する時には、Microsoft Excelのマクロのセキュリティレベルを

「中」に設定して下さい。 
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１０．機械シミュレーション 
 
本シミュレータは、NC コードをもとに、切削形状の確認及び干渉チェックを行います。 
 

１０－１ 起動方法 

シミュレーションの起動は PUE から行います。 
e-camo で NC ファイルの出力後、PUE のメニューバーから[ツール]の[3D_Simulation]を選択する

と機械シミュレーションが起動します。 
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１０－２ シミュレーション画面 

シミュレーションの実行及び設定は、画面上部のツールバーで行います。 

 
 

 
画面下のステータスバーに加工時間を表示します。また特殊指令中にはそのモード表示をします。

シミュレーションをスタートするとプログラム名を表示します。 
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１０－２－１ ツールバー 

ツールバーのボタンにより、シミュレータの各種操作を行います。 
 

■ シミュレーション関連ボタン 

 
 

◇ オプショナルスキップ有効  
ボタンが押されているとき、オプショナルスキップが有効になります。 
 

◇ M01（オプショナルストップ）有効  
ボタンが押されているとき、オプショナルストップが有効になります。プログラムにおいて M01
があるチャンネルは停止し、その他のチャンネルに M01 があるか、またはウェイト状態になる

と、シミュレーションがストップして実行ボタンが解除されます。 
 

◇ ブレークポイント  
ボタンが押されているとき、ブレークポイントが有効になります。有効の時、ブレークポイン

トの位置でシミュレーションが一時停止します。［シミュレーション実行］ボタンを選択すると、

一時停止した所からシミュレーションが再開されます。 
NC コード上でマウスを右クリックするとメニューを開くことができます。ここで［設定］を選

択すると、その行にブレークポイントを設定することができ、設定された行は赤色で表示され

ます。また、メニューの［解除］を選択すると、その行のブレークポイントを解除することが

できます。１つのチャンネルに設定可能なブレークポイントの数は１０箇所までです。 
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 注 意 

・ シミュレーションを終了すると、設定されたブレークポイントは全て解除されます。 
・ シミュレーション実行速度が1000%の時、ブレークポイントの行でシミュレーションが停止

しない場合があります。（ブレークポイントの数行後で停止します） 
・ ブレークポイントの設定操作を行うと、ツールバーがグレー表示なることがあります。この

ような場合には、“SIMULATION”ウィンドウのタイトルバーをクリックすれば元に戻り

ます。 

  
 

 
 

 

◇ ＮＣ実行ブロックハイライト  
シミュレーション実行時、リアルタイムに実行中の NC ブロックをハイライトします。 
 

◇ ストップ  
シミュレーションを一時停止します。［シミュレーション実行］ボタンを選択すると、一時停止

した所からシミュレーションが再開されます。 
 

◇ ステップ単位シミュレーション実行  
コマ送りでシミュレーションを実行します。コマ送りの単位は、シミュレーション速度設定に

よって変わります。 
 

◇ シミュレーション実行  
シミュレーションを実行します。シミュレーションの実行速度は、キーボードの↑矢印キーと

↓矢印キーで変更できます。変更すると右図のステータスバー右下にある SIM SPEED の表示

が変わります。実行速度は、以下の速度への切り換えが可能です。 
20% ／ 50% ／ 100% ／ 200% ／ 400% ／ 1000% 

 
 

◇ 繰り返し実行モード  
ボタンが押されている状態でシミュレーションを実行すると、シミュレーションをサイクリッ

クに実行します。 
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■ ビュー操作関連ボタン 

 
 

◇ クローズアップビュー  
シミュレーション画面をクローズアップ表示します。ボタンを押すとサブメニューが表示され

ます。サブメニューの中からクローズアップ表示したい個所を選択します。 

 
 
・主軸周辺 

主軸側の加工が確認できるように、ガイドブッシュ周辺が拡大表示されます。 

  
 
・副主軸周辺 

副主軸側の加工が確認できるように、副主軸周辺が拡大表示されます。 
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・突切り周辺 
突切り工程が確認できるように、ガイドブッシュ周辺が拡大表示されます。 

 
 
・主軸／副主軸 

主軸側の加工と副主軸側の加工との両方が確認できるように拡大表示されます。 

 
 
・タレット 3 副主軸周辺 

副主軸側の加工が確認できるように、タレット 3 周辺が拡大表示されます。 
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◇ ビュー選択  
ボタンを押すとビュー選択のサブメニューが表示され、シミュレーション画面のビューが選択

されたビューに切り替わります。 

 
 

◇ ワークの仮想断面表示  
ボタンが押されている状態のとき、旋削加工中のワークを仮想断面表示にします。 

 

 

◇ 半透明表示  
ボタンが押されている状態のとき、旋削加工中のワークを半透明表示にします。 

 
 

◇ フィッティング  
構造物全体を表示ウィンドウに収まるように表示します。 
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■ その他のボタン機能 

 
 

◇ 工具早送り干渉 ON/OFF 切換  
工具とワークの早送り時の干渉チェック機能の ON/OFF を切り換えます。ボタンが押されてい

る状態のとき、工具とワークの早送り時の干渉チェック機能が有効となります。 
 

◇ 構造物干渉チェック機能 ON/OFF 切換  
構造物干渉チェック機能の ON/OFF を切り換えます。ボタンが押されている状態のとき、構造

物干渉チェック機能が有効となります。 
 

◇ 機械構造物非表示  
ボタンが押されている状態のとき、刃物台、主軸台、副主軸台などの機械構造物を非表示にし

ます。同時に、切削状況が確認しやすいようにガイドブッシュ、主軸台、副主軸台の先端部を

半透明表示にします。 

 

 

◇ 副主軸非表示  
ボタンが押されている状態のとき、副主軸台を非表示にします。 
 

◇ 座標軸表示  
ボタンが押されている状態のとき、座標軸を表示します。 
 

◇ 形状確認画面表示  
切削形状確認のための形状確認画面を表示します。形状確認画面の操作については、「１０－３ 
形状確認画面操作」を参照してください。 
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◇ ミリング切削 ON/OFF 切換  
ボタンが押されている状態のとき、ワーク切削形状に回転工具による切削が反映されます。 
 

◇ ログファイル表示  
シミュレーション結果のログファイルを表示します。ログには、シミュレーション中に発生し

たエラー内容が書き込まれます。 

 
 

◇ シミュレーションリセット  
シミュレーション状態をリセットします。リセットを行うとシミュレーション前の初期状態に

戻ります。 
 

◇ 終了  
シミュレーションを終了します。 
 

◇ バージョン情報表示  
“バージョン情報確認ダイアログ”を開きます。 
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１０－３ 形状確認画面操作 

［切削形状表示］ボタンにより、ワークのみの表示に切り替わります。［切削形状表示］ボタンでは、

シミュレーションを停止したときにその時点での切削ワークの形状表示を行います。 

 
 

■ ビュー操作関連ボタン 

 
 

◇ 半透明表示  
ボタンが押されている状態のとき、半透明表示になります。ボタンが押し込まれた状態から、

再度ボタンを押すとソリッド表示に戻ります。 

 
 

◇ 拡大・縮小表示  
ボタンをクリックするたびにビューの拡大・縮小を行います。 
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◇ ピックモード  
ボタンが押し込まれた状態のとき形状測定が可能となります。同時に形状輪郭表示に切り替わ

ります。形状輪郭をピックすると選択された要素が赤色表示され、測定結果が画面の右に表示

されます。なお、画面上の青色の一点鎖線は、切削ワーク形状の中心線をあらわします。 

 
 

◇ 初期表示  
表示をダイアログ表示時の初期状態に戻します。 
 

◇ 仮想断面表示  
表示を仮想断面表示にします。 
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◇ 副主軸側ワーク表示  
ボタンが押されている状態のとき、副主軸側のワークが表示されます。副主軸側のワークがな

いときは、ボタンを押してもボタンが押し込まれた状態になりません。 

 
 

◇ ミリング切削形状表示  
ボタンが押されている状態のとき、ミリング切削形状を表示します。 

 
 
 
 
注 記 
・ 副主軸が切削ワークをチャックした直後では、タイミングによって切削ワークが表示されな

いことがあります。その場合は、シミュレーションをしばらく進めた後に再度、副主軸側ワ

ークの形状確認を行ってください。 
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１０－４ ビュー操作 

 
■ ダイナミックビューローテーション（回転） （[Ctrl]+[マウス左ボタン]） 

ビューの任意の位置で、[Ctrl]キーを押したまま、マウス左ボタンを押しながらドラッグするとダ

イナミックにビューが回転します。マウス左ボタンを離すと終了します。 
ダイナミックビューローテーション中はカーソルの形状が      に変更されます。 
回転方向はドラッグ中のマウス移動方向によって決まります。スクリーンに対して水平方向に動い

た場合、Z 軸が回転し、垂直方向に動いた場合 X 軸が回転し回転角度は、ドラッグ中のマウス移動

量によって決まります。 
 

■ ダイナミックビューズーム（拡大・縮小） （[Ctrl]+[Shift]+[マウス左ボタン]） 
ビューの任意の位置で、[Ctrl]キーと[Shift]キーを同時に押したまま、マウス左ボタンを押しながら

垂直方向にドラッグするとダイナミックにビューが拡大・縮小されます。マウス左ボタンを離すと

終了します。 
ダイナミックビューローテーション中はカーソルの形状が     に変更されます。 
拡大・縮小のどちらかはドラッグ中のマウス移動方向によって決まります。スクリーンに対して垂

直上方向に動いた場合拡大され、垂直下方向に動いた場合縮小されます。拡大縮小率は、ドラッグ

中のマウス移動量についてきまります。 
 

■ ダイナミックビュースクロール 
ビューの任意に位置でマウス右ボタンを押しながらドラッグするとダイナミックにビューがスクロ

ールされます。マウス右ボタンを離すと終了します。 
ダイナミックビューローテーション中はカーソルの形状が      に変更されます。 
 
 
注 記 
・ ダイナミックビューローテーション／ズームの場合、CtrlキーまたはShiftキーを押したまま

マウスをドラッグしますが、キーをずっと押し続けると非常に動作が遅くなる場合がありま

す。その場合はダイナミックビュー操作がスタートしたらキーを離して下さい。 

 
■ 矩形拡大機能 
拡大したい部分を矩形で囲うようにするとその部分を中心としてビューが拡大されます。 
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１０－５ エラーの確認 

 
■ 干渉チェック 
干渉が発生すると、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

 
 
エラーメッセージには、干渉した工具番号（またはユニット番号）及び NC コードの位置が表示さ

れ、この内容は LOG ファイルに記録されます。 
 
OK ボタンをクリックしてエラーメッセージを閉じるとシミュレーションを停止し、干渉した要素

は赤く表示されます。 

 
 

ここで、［シミュレーション実行］ボタン  を左クリックするとシミュレーションを続行します。 
 
 
注 記 
・ 工具早送り干渉がONの場合は、工具とワークが早送りで接する場合も干渉エラーが発生す

る場合があります。工具早送り干渉がOFFの場合は工具とワークの早送り干渉チェックは全

て行われなくなります。 
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■ ストロークリミットチェック 
ストロークリミットオーバーが発生すると、次のようなエラーメッセージが表示されます。 

 
 
エラーメッセージには、ストロークリミットオーバーが発生した工具番号、軸、及び NC コードの

位置が表示され、この内容は LOG ファイルに記録されます。 
 
OK ボタンをクリックしてエラーメッセージを閉じるとシミュレーションを停止します。 

ここで、［シミュレーション実行］ボタン をクリックするとシミュレーションを続行します。 
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１０－６ 制限事項 

 
・ カスタム工具（「５．工具」を参照）を登録する際、特殊な形状を定義すると正しく表示できな

い場合があります。 
 
・ ネジ、タップ、ダイス、スレッドワーリングユニット、ポリゴンユニットの加工形状表示は行

えません。 
 
・ 形状確認画面で輪郭線をクリックしたときにまれに輪郭線が分断される(LINE-ARC-LINE の

ようになる)事があります。 
 
・ マクロプログラムには対応しておりません。 

（GOTOF, GOTOB, IF, WHILE, R パラメータ, 演算子, 算術関数, 比較演算子） 
 
・ 複雑な形状をミリング切削する場合、シミュレーション速度が著しく低下する場合があります。 

 
・ 径補正計算のエラー検出方法はファナック形式で行っています。意図しないエラーが発生した

場合、下記のダイアログで“いいえ”を選択して下さい。 
工具径補正を無効にして、シミュレーションを行います。 

 
 
・ 工具勝手とスピンドル回転方向間の干渉チェックは行えません。 

 
・ 切削終点において、工具がワークと接している場合、その状態から早送りで退避すると干渉エ

ラーが発生する場合があります。 
 
・ 製品取り上げ後の部品形状を正しく表示するため、製品取り上げ工程では 3 チャンネルの待ち

合わせが必要になります。 
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１０－７ シミュレーション対応コード 

 
■ シミュレーションＧコード対応表 
Ｇコード 機能 対応 備考 
Ｇ 00 位置決め（早送り） ○  
Ｇ 01 直線補間 ○  
Ｇ 02 円弧補間ＣＷ ○  
Ｇ 03 円弧補間ＣＣＷ ○  
Ｇ 04 ドウェル ○  
Ｇ 17 Ｘ－Ｙ平面選択 ○  
Ｇ 18 Ｚ－Ｘ平面選択 ○  
Ｇ 19 Ｙ－Ｚ平面選択 ○  
Ｇ 28 リファレンス点復帰 ○  
Ｇ 33 ねじ切り ○ ネジ形状は非表示 
Ｇ 34 可変リード(増加)ねじ切り ○ ネジ形状は非表示 
Ｇ 35 可変リード(減少)ねじ切り ○ ネジ形状は非表示 
Ｇ 40 刃先Ｒ補正キャンセル ○  
Ｇ 41 刃先Ｒ補正  左 ○  
Ｇ 42 刃先Ｒ補正  右 ○  
Ｇ 60 連続軌跡モードＯＦＦ   
Ｇ 63 タップ加工 ○ ネジ形状は非表示 
Ｇ 64 連続軌跡モードＯＮ   
Ｇ 76 複合ねじ切りサイクル ○  
Ｇ 80 穴明け固定サイクルキャンセル ○  
Ｇ 83 正面ドリルサイクル ○  
Ｇ 87 側面ドリルサイクル ○  
Ｇ 92 単一固定ねじ切りサイクル ○  
Ｇ 94 毎分送り （mm／min） ○  
Ｇ 95 毎回転送り（mm／rev） ○  
Ｇ 96 周速一定制御ＯＮ ○  
Ｇ 97 周速一定制御ｷｬﾝｾﾙ(回転速度一定制御) ○  
Ｇ290 サイクルモードＯＦＦ ○  
Ｇ291 サイクルモードＯＮ ○  
Ｇ331 リジッドタップ切り込み ○  
Ｇ332 リジッドタップ戻り ○  
Ｇ335 円弧ねじ切りＣＷ ○  
Ｇ336 円弧ねじ切りＣＣＷ ○  

・各 G コードの詳細は機械本体の取扱説明書を参照してください。  
 
○ ：シミュレーションで実行されます。 
空白：シミュレーションで無視されます。 
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■ シミュレーションＭコード対応表 
コード コード内容 対応 備考 
Ｍ00 プログラムストップ ○  
Ｍ01 オプショナルストップ ○  
Ｍ03 スピンドル正転 ○  
Ｍ04 スピンドル逆転 ○  
Ｍ05 スピンドル停止 ○  
Ｍ06 スピンドルクランプ   
Ｍ07 スピンドルアンクランプ   
Ｍ10 コレットクランプ ○  
Ｍ11 コレットアンクランプ ○  
Ｍ14 エアブローＯＮ   
Ｍ15 エアブローＯＦＦ   
Ｍ17 サブプログラムエンド ○  
Ｍ20 ワンサイクルストップ ○  
Ｍ21 イグザグトストップ ＯＮ   
Ｍ22 イグザグトストップ ＯＦＦ   
Ｍ23 チャンファリング ＯＮ  シミュレーションでは常に M24 
Ｍ24 チャンファリング ＯＦＦ  シミュレーションでは常に M24 
Ｍ25 クーラント１ ＯＮ   
Ｍ26 クーラント１ ＯＦＦ   
Ｍ27 突切りバイト破損検出 ＯＮ 

○
ECAS12/20 のみ検出動作のシミュレー

ションあり。 
Ｍ27 製品取り上げ／排出検出   
Ｍ30 プログラムエンド 

○
M99 より前にあった場合、その時点で

シミュレーション停止。 
Ｍ50 Ｘ１－Ｘ３同期制御 ＯＮ ○  
Ｍ51 Ｘ１－Ｘ３同期制御 ＯＦＦ ○  
Ｍ52 Ｘ３－Ｘ１同期制御 ＯＮ ○  
Ｍ53 Ｘ３－Ｘ１同期制御 ＯＦＦ ○  
Ｍ54 Ｙ１－Ｙ３同期制御 ＯＮ ○  
Ｍ55 Ｙ１－Ｙ３同期制御 ＯＦＦ ○  
Ｍ56 Ｙ１－Ｙ３逆方向同期制御 ＯＮ ○  
Ｍ57 Ｙ１－Ｙ３逆方向同期制御 ＯＦＦ ○  
Ｍ62 自動材料供給装置送りトルク ＯＦＦ   
Ｍ63 自動材料供給装置送りトルク ＯＮ   
Ｍ64 チップコンベア ＯＮ   
Ｍ65 チップコンベア ＯＦＦ   
Ｍ66 Ｚ１軸トルクリミット ＯＮ   
Ｍ67 Ｚ１軸トルクリミット ＯＦＦ   
Ｍ68 Ｚ２軸トルクリミット ＯＮ   
Ｍ69 Ｚ２軸トルクリミット ＯＦＦ   
Ｍ71 回転軸補間制御 ＯＮ ○  
Ｍ72 回転軸補間制御 ＯＦＦ ○  
Ｍ75 バック加工ブロックスキップＯＮ 

○
サブコレットアンクランプ時に 
[ＥＭ75：]にジャンプ 
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コード コード内容 対応 備考 
Ｍ77 シングルブロック無効  
Ｍ78 シングルブロック有効  

Ｍ80 材欠検出 ＯＮ 
○ シミュレーションでは常に[ＥＭ80：]ス

キップ 
 

Ｍ82 ﾒｲﾝ･ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転同期制御 ＯＮ ○ 
Ｍ83 ﾒｲﾝ･ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ回転同期制御 ＯＦＦ ○ 
Ｍ84 製品コンベア ＯＮ  
Ｍ85 製品コンベア ＯＦＦ  
Ｍ88 切削送りオーバライド１００％ ＯＮ  
Ｍ89 切削送りオーバライド１００％ ＯＦＦ  
Ｍ99 加工プログラムエンド ○ 
Ｍ110 サブコレットクランプ ○ 
Ｍ111 サブコレットアンクランプ ○ 
Ｍ118 製品回収指令（製品セパレータ A 使用時） ○ ECAS12/20 用コード 
Ｍ125 クーラント２ ＯＮ  ECAS32T 用コード 
Ｍ126 クーラント２ ＯＦＦ  ECAS32T 用コード 
Ｍ127 製品排出指令（製品排出装置を使用時） ○ ECAS12/20 用コード 
Ｍ131 Ｚ１軸とメインスピンドルをＣＨ１で制御 ○ 
Ｍ133 Ｚ１軸とメインスピンドルをＣＨ３で制御 ○ 
Ｍ140 Ｚ１－Ｚ２同期制御 ＯＮ ○ 
Ｍ141 Ｚ１－Ｚ２同期制御 ＯＦＦ ○ 
Ｍ142 Ｚ１－Ｚ３重畳制御 ＯＮ ○ 
Ｍ143 Ｚ１－Ｚ３重畳制御 ＯＦＦ ○ 
Ｍ144 Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３重畳制御 ＯＮ ○ ECAS32T 用コード 
Ｍ145 Ｚ１－Ｚ２－Ｚ３重畳制御 ＯＦＦ ○ ECAS32T 用コード 
Ｍ150 予備Ｍコード１ ＯＮ  
Ｍ151 予備Ｍコード１ ＯＦＦ  
Ｍ152 予備Ｍコード２ ＯＮ  
Ｍ153 予備Ｍコード２ ＯＦＦ  
Ｍ154 予備Ｍコード３ ＯＮ  
Ｍ155 予備Ｍコード３ ＯＦＦ  
Ｍ156 予備Ｍコード４ ＯＮ  
Ｍ157 予備Ｍコード４ ＯＦＦ  
Ｍ172 奥側刃物台をＣＨ２で制御 ○ 
Ｍ173 奥側刃物台をＣＨ３で制御(M172 ｷｬﾝｾﾙ) ○ 
Ｍ191 経路短縮工具選択 ○ 
Ｍ550 熱変位補正キャンセル  ECAS32T 用コード 
Ｍ551 バック側熱変位量計測  ECAS32T 用コード 
Ｍ552 熱変位補正ＯＮ  ECAS32T 用コード 
Ｍ553 タレット側熱変位量計測  ECAS32T 用コード 
Ｍ900 単独運転時のプログラムエンド  

・各 M コードの詳細は機械本体の取扱説明書を参照してください。  
 
○ ：シミュレーションで実行されます。 
空白：シミュレーションで無視されます。 
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■ シミュレーションコマンド対応表 
コマンド コード内容 対応 備考 

： ラベルマーク ○  
； コメント ○  
ＢＡＲＥＮＤ 材欠プログラム呼び出し   
ＣＨ１ ＣＨ１プログラム先頭初期化   
ＣＨ２ ＣＨ２プログラム先頭初期化   
ＣＨ３ ＣＨ３プログラム先頭初期化   
ＥＭ75： バック加工ブロックスキップＯＦＦ ○  

ＥＭ80： 材欠検出ＯＦＦ 
○

シミュレーションでは常に[Ｍ80]
から[ＥＭ80：]にスキップ 

Ｄ0 オフセットキャンセル座標系設定 ○  
Ｄ1 オフセット有効座標系設定 ○  

ＪＰ1ｎ ＣＨ１ BlockSkip キー ＯＮの時 
ＥＪＰ1ｎ：へジャンプ   

ＪＰ2ｎ ＣＨ２ BlockSkip キー ＯＮの時 
ＥＪＰ2ｎ：へジャンプ   

ＪＰ3ｎ ＣＨ３ BlockSkip キー ＯＮの時 
ＥＪＰ3ｎ：へジャンプ   

 
ＥＪＰ1ｎ： ＪＰ1n ジャンプ終了   
ＥＪＰ2ｎ： ＪＰ2ｎジャンプ終了   
ＥＪＰ3ｎ： ＪＰ3ｎジャンプ終了   
ＭＳ1 メインスピンドルを制御 ○  
ＭＳ2 サブスピンドルを制御 ○  
ＭＳ11  手前側回転工具モ－タを制御 ○  
ＭＳ12 バック側回転工具モ-タを制御 ○  
ＭＳ13 奥側回転工具モ-タを制御 ○  
ｍｓｇ(“***”) メッセージ表示 ○  
Ｎ シーケンスナンバー   
ｓｐｏｓ［n］= Ｃ軸位置決め(完了待ち) ○  

ｓｐｏｓａ［n］= Ｃ軸位置決め(完了待たず) ○
シミュレーションではＣ軸位置決

め(完了待ち)と同じになります。 
ＴＯＰ: 加工プログラム先頭 ○  
ｔｒａｃｙｌ（D） 円筒補間モード ○  
ｔｒａｆｏｏｆ 円筒補間／極座標補間のキャンセル ○  
ｔｒａｎｓｍｉｔ 極座標補間モード ○  
ｗａｉｔｓ(n) Ｃ軸位置決め完了待ち   
ｗａｉｔｍ(n,*,*,*,) 系列間待ち合わせ ○  
ＷＣＳ120（＊） Ｚ1 軸座標系設定 ○  
ＷＣＳ123 ＣＨ３ Ｚ1 軸座標系設定 ○  
ＷＣＳ130 Ｚ2 軸座標系を基本に戻す ○  
ＷＣＳ131 Ｚ2 軸製品取り上げ座標設定 ○  
ＷＣＳ132 Ｚ2 軸背面加工座標設定 ○  
ＷＣＳ140 Ｚ3 軸座標系を基本に戻す ○  
ＷＣＳ141 Ｚ3 軸座標系設定 ○  
ＷＡＢＳ( ， ， ，) ウエアオフセット絶対値入力   
ＷＩＮＣ( ， ， ，) ウエアオフセット増減値入力   
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コマンド コード内容 対応 備考 

ＳＴＡＲ0= 材料径設定   
ＳＴＡＲ1= 製品長設定 ○  
ＳＴＡＲ2= 主軸回転数設定   
ＳＴＡＲ3= 突切りバイト幅設定   
ＳＴＡＲ4= Ｚ１加工開始位置設定 ○  
ＴＲＡＮＳ 座標系シフト ○  
ＡＴＲＡＮＳ 座標系シフト（現座標系に追加） ○  
ＲＯＴ 座標系回転 ○  
ＡＲＯＴ 座標系回転（現座標系に追加） ○  
ＰＯＬＹＧＯＮ ポリゴン加工用サイクル  ECAS32T 用コード 
ＳＴＵ（m,n） 工具ユニット機番入力  ECAS32T 用コード 
ＧＥＯ 形状オフセット入力 ○  
ＣＨＲ コーナ 面取り   
ＲＮＤ コーナ 丸味付け   
ＡＮＧ 角度補間   
・各コマンドの詳細は機械本体の取扱説明書を参照してください。  
 
○ ：シミュレーションで実行されます。 
空白：シミュレーションで無視されます。 
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付録１‐１ 

付録１．セットアップ手順 

 
e-camo は ESPRIT2006 がインストールされているコンピュータにしかインストールできません。

そのため、e-camo をインストールする前に必ず ESPRIT2006 をインストールするようにして下さ

い。インストールの手順は次の通りです。 
 
(1) ESPRIT2006 のインストール 

(1-1)「Microsoft .NET Framework」のインストール 
(1-2)「Microsoft Data Engine (MSDE)」のインストール 
(1-3)「Sentinel Drivers」のインストール 
(1-4)「ESPRIT2006」のインストール 

(2) e-camo のインストール 
(3) ESPRIT2006 ServicePack のインストール 
(4) プログラム・ユーティリティ Jr.のインストール 
(5) ESPRIT2006 のライセンス登録 
 
 
 
 

 注 意 
・ 「Microsoft .NET Framework」がインストールされていないと、「Microsoft Data Engine」の

インストーラが正しく動作しません。そのため、必ず「Microsoft .NET Framework」を最初

にインストールして下さい。 
・ 既に「Microsoft .NET Framework」がインストールされているコンピュータには、あらため

てESPRIT2006のCD-ROMから「Microsoft .NET Framework」をインストールする必要はあ

りません。 
・ 「Microsoft .NET Framework」、「Microsoft Data Engine」、「Sentinel Drivers」がインストー

ルされていないとESPRIT2006をインストールすることができません。 
・ 以前のバージョンのESPRIT（ESPRIT2005以前）がインストールされている場合、必ずこ

れら旧バージョンのESPRITをアンインストールしてからESPRIT2006のインストールを

行って下さい。 
 



付録１‐２ 

１．ESPRIT2006 のインストール 
ESPRIT2006 の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると自動的に ESPRIT2006 のインスト

ーラが起動しますが、ESPRIT2006 をインストールする前に「Microsoft .NET Framework」、
「Microsoft Data Engine」、「Sentinel Drivers」をインストールする必要があるため、[取り消す]
ボタンをクリックして一旦 ESPRIT2006 のインストーラを終了してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[取り消す]ボタンをクリックし、ダイアログを閉じて下さい 



付録１‐３ 

尚、「Microsoft .NET Framework」、「Microsoft Data Engine」、「Sentinel Drivers」をインストー

ルせずに ESPRIT2006 のインストールを継続すると次のようなダイアログが表示され、インスト

ールを実行することができません。 
 

 
 



付録１‐４ 

１－１ Microsoft .NET Frameworkのインストール 

(1) エクスプローラを開き、ESPRIT2006 CD-ROM の「Prerequisites¥MSNetFrameWork」フォ

ルダにある「dotnetfx.exe」をダブルクリックし「Microsoft .NET Framework」のインストー

ラを実行して下さい。 

 
 
 

(2) 「Microsoft .NET Framework」のインストールを実行するかの確認ダイアログが表示されます。

[はい]ボタンをクリックして次へ進んで下さい。 

 
 
 



付録１‐５ 

(3) インストールの準備が始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 
 
 

(4) “License Agreement ダイアログ”が表示されます。ご同意いただきましたら、［I agree］を選

択し、[Install]ボタンをクリックして下さい。 

 
 



付録１‐６ 

(5) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 
 

 
(6) インストールが完了すると次のようなダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックして

インストールを終了して下さい。 

 
 

 
 
 
以上で「Microsoft .NET Framework」のインストールは終了です。 
続いて「Microsoft Data Engine」のインストールを行います。 
 



付録１‐７ 

１－２ Microsoft Data Engineのインストール 

(1) エクスプローラを開き、ESPRIT2006 CD-ROM の「Prerequisites¥MicrosoftDataEngine_MSDE」
フォルダにある「InstallMSDE.exe」をダブルクリックし「Microsoft Data Engine」のインス

トーラを実行して下さい。 

 
 
 



付録１‐８ 

(2) “Welcome ダイアログ”が表示されます。[Next]ボタンをクリックして次へ進んで下さい。 

 
 
 

(3) “Wornings and System Requirements ダイアログ”が表示されます。システム構成に問題が

なければ [Next]ボタンをクリックして次へ進んで下さい。 

 
 
 
注 記 
・ Windows2000、WindowsXPのコンピュータであれば、通常これらのシステム構成に問題は

ありません。 



付録１‐９ 

(4) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。インストールが完了するとこのダ

イアログは自動的に終了します。 

 
 
 
 
 
以上で「Microsoft Data Engine」のインストールは終了です。 
続いて「Sentinel Drivers」のインストールを行います。 
 



付録１‐１０ 

１－３ Sentinel Driversのインストール 

(1) エクスプローラを開き、ESPRIT2006 CD-ROM の「Prerequisites¥Sentinel Drivers」フォル

ダにある「Sentinel Protection Installer 7.1.1.exe」をダブルクリックし「Sentinel Drivers」
のインストーラを実行して下さい。 

 
 

 



付録１‐１１ 

(2) “Welcome ダイアログ”が表示されます。[Next]ボタンをクリックして次へ進んで下さい。 

 
 

 
(3) “License Agreement ダイアログ”が表示されます。ご同意いただきましたら、［I accept the 

terms in the license agreement］を選択し、[Next]ボタンをクリックして下さい。 

 
 



付録１‐１２ 

(4) “Setup Type ダイアログ”が表示されます。［Complete］を選択し、[Next]ボタンをクリック

して下さい。 

 
 
 

(5) “Ready to Install the Program ダイアログ”が表示されます。［Install］ボタンをクリックし、

インストールを開始して下さい。 

 



付録１‐１３ 

(6) WindowsXP の場合、次のようなダイアログが表示されることがあります。[No]ボタンをクリッ

クして下さい。 

 
 
 

(7) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 
 



付録１‐１４ 

(8) インストールが完了すると次のようなダイアログが表示されます。[Finish]ボタンをクリックし

てインストールを終了して下さい。 

 
 
 
以上で「Sentinel Drivers」のインストールは終了です。 
続いて「ESPRIT2006」のインストールを行います。 



付録１‐１５ 

１－４ ESPRIT2006のインストール 

(1) エクスプローラを開き、ESPRIT2006 CD-ROM のルートにある「ESPRIT2006.exe」をダブル

クリックし ESPRIT2006 のインストーラを実行して下さい。 

 
 
 



付録１‐１６ 

(2) “言語の選択ダイアログ”が表示されます。インストールで使用する言語を選択し、[次へ]ボタ

ンをクリックして下さい。 

 
 
 

(3) “インストール方法ダイアログ”が表示されます。 [次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 
 



付録１‐１７ 

(4) “インストール必要条件を確認ダイアログ”が表示されます。 [次へ]ボタンをクリックして下

さい。 

 
 
 
 
 

 注 意 
・ ESPRIT2006のインストールに必要な条件は次の通りです 

１．Administrator権限を持つユーザでログインしていること 
２．旧バージョンのESPRITがアンインストール済みであること 
３．Microsoft Data Engineがインストール済みであること（１－２参照） 
４．Microsoft Internet Explorerのバージョンが6.0以上であること 
５．Microsoft .NET Framework 1.1がインストール済みであること（１－１参照） 
６．OSがWindows2000 SP4以上かまたはWindowsXP SP2以上であること 
７．Sentinel Driversのバージョン5.0以上がインストール済みであること（１－３参照） 

 ８．画面が、色：High Color、解像度：800×600以上であること 
 
これらの条件が満たされていない場合は、条件を満たすようにコンピュータの構成を変更して

下さい。 
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(5) “ライセンス条項ダイアログ”が表示されます。ご同意いただきましたら、［はい。全てのライ

センス条項に同意します］をチェックし、[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 
 
 

(6) “ユーザ情報ダイアログ”が表示されます。名前と組織名を入力してください。この名前と組

織名が、今インストールを行っているユーザのみで使用される場合には[私のためだけに]を、他

のユーザがこのコンピュータにログインした時にも使用される場合には[誰かがこのコンピュー

タを使用しています]を選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 
 



付録１‐１９ 

(7) “セットアップ仕様ダイアログ”が表示されます。［完了］を選択し、[次へ]ボタンをクリック

して下さい。 

 
 
 

(8) “インストール先ダイアログ”が表示されます。 [インストールフォルダ]に表示されているフ

ォルダでよろしければ［次へ］ボタンをクリックして下さい。フォルダを変更したい場合は、［検

索］ボタンをクリックして[インストールフォルダ]を変更後、［次へ］ボタンをクリックして下

さい。 
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(9) “インストール準備完了ダイアログ”が表示されます。 [次へ]ボタンをクリックしてインスト

ールを開始して下さい。 

 
 
 

(10) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 
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(11) インストールが完了すると次のようなダイアログが表示されます。[終了]ボタンをクリック

してインストールを終了して下さい。 

 
 
 

(12) ESPRIT2006 のインストールが終了して暫くすると“知識ベースセットアップダイアログ”

が自動的に表示されます。ESPRIT2006 を使用する前に知識ベースの構築を行う必要がありま

すので、[OK]ボタンをクリックし次へ進んで下さい。 

 

 
 
 
 
注 記 
・ 知識ベースセットアップが自動的に実行されない、または、途中でセットアップが失敗した

場合は、Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]の[ESPRIT2006]／[知識ベース]の
[データベースセットアップ]を実行し、本マニュアルの手順に従って知識ベースの構築を行

って下さい。 
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(13) 次のようなダアイログが表示されます。[ローカル KBMSS インスタンスへデータソースを設

定して下さい]をチェックし、[適用]ボタンをクリックして下さい。 

 
 
 

(14) 知識ベースの構築が始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 
 

 注 意 
・ コンピュータがネットワークに接続されていない場合、[ローカルKBMSSインスタンスへデ

ータソースを設定して下さい]項目は使用禁止状態になりますので[適用]ボタンをクリック

してそのまま次へ進んでください。 
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(15) 知識ベースの構築が終了する直前（構築が 98％程度完了したとき）に、ダイアログの表示が

数分間更新されなくなることがありますが、正しく動作していますので、もう暫くそのままお

待ち下さい。 

 
 
 

(16) 知識ベースの構築が完了すると[閉じる]ボタンが使用可能となります。[閉じる]ボタンをクリ

ックして知識ベースの構築を終了してください。 

 
 
 
以上で「ESPRIT2006」のインストールは終了です。 
続いて「e-camo」のインストールを行います。 
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２．e-camo のインストール 
(1) e-camo の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると自動的に e-camo のインストーラが起

動し“設定言語の選択ダイアログ”が表示されます。インストールで使用する言語を選択し、[OK]
ボタンをクリックして下さい。 

 
 
 

(2) “e-camo セットアップへようこそダイアログ”が表示されます。[次へ]ボタンをクリックして

下さい。 

 
 
 
 
注 記 
・ CD-ROMドライブにe-camoの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、installフォルダにある「Setup.exe」を実行して下

さい。 

 



付録１‐２５ 

(3) “使用許諾契約ダイアログ”が表示されます。ご同意いただきましたら、［使用許諾契約の全条

項に同意します］を選択し、[次へ]ボタンをクリックして下さい。 

 
 
 

(4) “ユーザ情報ダイアログ”が表示されます。ユーザ名と会社名を入力し、[次へ]ボタンをクリッ

クして下さい。 
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(5) “パスワード入力ダイアログ”が表示されます。“e-camo シリアル番号管理シート”の e-camo
のシリアル番号とパスワードを入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 
 
 

(6) “インストール先の選択ダイアログ”が表示されます。[e-camo のインストール先]に表示され

ているフォルダでよろしければ［次へ］ボタンをクリックして下さい。フォルダを変更したい

場合は、［変更］ボタンをクリックして[e-camo のインストール先]を変更後、［次へ］ボタンを

クリックして下さい。 

 



付録１‐２７ 

(7) “インストール準備の完了ダイアログ”が表示されます。［インストール］ボタンをクリックし

てインストールを開始して下さい。 

 
 
 

(8) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 



付録１‐２８ 

(9) インストールが完了すると次のようなダイアログが表示されます。[完了]ボタンをクリックして

インストールを終了して下さい。 

 
 
 
 
 

以上で「e-camo」のインストールは終了です。 
続いて「ESPRIT2006 ServicePack」のインストールを行います。 
 
 
 
 

 注 意 
・ e-camoを使用するユーザは「Administrator 権限」または「Power Users 権限」が必要で

す。 
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３．ESPRIT2006 ServicePack のインストール 
(1) エクスプローラを開き、 e-camo CD-ROM の「Esprit_ServicePack」フォルダにある

「ESPRIT2006_ServicePack8.exe」をダブルクリックしインストーラを実行して下さい。 
 
(2) “ESPRIT2006: Service Pack 8.0 Installation ダイアログ”が表示されます。[OK]ボタンをク

リックして次へ進んで下さい。 

 
 

(3) ESPRIT2006 service pack (13.0.1286) installer ダイアログ”が表示されます。[Next]ボタンを

クリックして次へ進んで下さい。 

 
 



付録１‐３０ 

(4) インストールが始まります。暫くそのままでお待ち下さい。 

 
 

(5) インストールが完了すると次のようなダイアログが表示されます。[Finish]ボタンをクリックし

てインストールを終了して下さい。 

 
 
 
 
以上で「ESPRIT2006 ServicePack」のインストールは終了です。 
続いて「プログラム・ユーティリティ Jr.」のインストールを行います。 
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４．プログラム・ユーティリティ－Jr.のインストール 
e-camo では「プログラム・ユーティリティ－Jr.」に添付される NC プログラムエディタ「PUE」

を使用して NC プログラムの表示、3D 機械シミュレーションの起動を行います。そのため、「プロ

グラム・ユーティリティ－Jr.」がインストールされていないと、e-camo の機能を満足に使用する

ことができません。必ずインストールするようにしてください。 
 
 
※ インストール手順は「プログラム・ユーティリティ－Jr.」のマニュアルを参照して下さい。 
 
 
 
続いて「ESPRIT2006」を起動しライセンスの登録を行います。 
 
 
 
 
注 記 
・ 本セットアップ手順マニュアルでは、e-camoのインストール後に「プログラム・ユーティリ

ティ－Jr.」のインストールを行うように説明していますが、「プログラム・ユーティリティ

－Jr.」はe-camoとは別製品のため、どのタイミングでインストールしても構いません。 
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５．ライセンスの登録 
ESPRIT を初めて使用するとき、自動的にライセンスマネージャが起動しライセンスの登録を行う

ことができます。ライセンスを登録しないと、ファイルが保存できない、NC ファイルを出力する

ことができないなどの機能制限がありますので、必ずライセンス登録を行うようにして下さい。 
 
(1) コンピュータの USB ポートにプロテクトキーを差し込んで下さい。 
 

(2) デスクトップにある ESPRIT2006 ショートカット  をダブルクリックするか、または、

Windows の[スタート]メニューから[プログラム]の[ESPRIT2006]の[ESPRIT]を選択すると、

ESPRIT2006 が実行され、ライセンスマネージャが自動的に起動されます。 

 [追加]ボタン  をクリックして下さい。 

 
 
 
 
 
 

 注 意 
・ ライセンスマネージャは初めてESPRIT2006を起動するときのみ自動的に表示されます。 

ESPRITを数回使用した後にライセンスマネージャを起動する場合は、次のどちらかの操作

を行って下さい。 
１．ESPRIT2006のメニューバーから[オプション]の[プログラム]の[ライセンスマネージャ]

を選択する。 
２．Windowsの[スタート]メニューから[プログラム]の[ESPRIT2006]の[ライセンスマネー

ジャ]を選択する。 
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(3) “ライセンスの追加ダイアログ”が表示されます。[モジュールの読み込み]ボタンをクリックし

[シリアル番号]、[ロック番号]が表示された後、“e-camo シリアル番号管理シート”の ESPRIT
のパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックして下さい。 

 
 
 

(4) ライセンスマネージャに新しいライセンスが登録されます。ライセンスマネージャの[×]ボタン

をクリックしライセンスマネージャを終了して下さい。続いて ESPRIT2006（e-camo）が起動

されます。 

 
 
 

 
 
以上でライセンスの登録は終了です。 
これで全てのセットアップが終了しました。 
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付録２．マクロパス定義文章 
 
マクロパス定義文章とは、マクロプログラムとダイアログに表示するパラメータを記述したもので

す。このマクロパス定義文章はマクロパス定義ファイル(*.spg)として保存され、マニュアルパスの

加工定義の作成の時に使用されます。 
 
マニュアルパスの加工定義については、「７－３ 加工定義ダイアログ ■座標入力ダイアログ」を参

照して下さい。 
 
注 記 
・ マクロパス定義文章は、Windowsに付属する“メモ帳”などのテキストエディタで新規作成

や編集できます。保存する時は、ファイルの拡張子を “.spg” として下さい。 

・ 改行コードは CR+LF で保存して下さい。 

 
■ 構成 
マクロパス定義文章は、要素と呼ばれるパーツの組み合わせにより構成されます。 
 
<SPG VER=“1.00”> ファイル情報やマクロプログラムなど </SPG> 
 
< SPG VER =“1.00” > ファイル情報やマクロプログラムなど </SPG> 
  属性名 属性値    
 要素名 属性    

開始タグ 内容 終了タグ

 
要素 ： マクロパス定義文章を記述する時の基本単位です。 
要素名 ： 要素の種類を表す名前です。 
 
属性 ：要素の意味や機能を補助する付加情報です。指定できる属性は要素ごとにそれぞれ決

まっています。 
属性名 ： 属性の種類を表す名前です。 
属性値 ： 属性の値です。 

属性値は必ず値は二重引用符（“ ”）で括り、「属性名 = “属性値”」の形式で表します。 
 
内容 ：開始タグと終了タグで囲まれ、要素の具体的な内容が記述されます。 
 
開始タグ ： 要素の始まりを表す記号です。要素名と属性が“＜…＞”で括られます。 
  複数の属性が記述でき、属性間は半角スペースで区切ります。 
終了タグ ： 要素の終わりを表す記号です。要素名が“＜／…＞”で括られます。 
 
注 記 
・ 開始タグの“＜”と“要素名”の間にはスペースなどの空白文字は入れないで下さい。 

・ 終了タグの“＜／”と“要素名”の間にはスペースなどの空白文字は入れないで下さい。 

・ 開始タグを“＜！…＞”とするとその要素を無効にすることができます。 
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マクロパス定義文章は、文章そのものが“SPG”要素です。 
また“SPG”要素の内容は、“PROPERTY”要素と“MACRO”要素で構成されています。 
“PROPERTY”要素には、マクロパス定義文章に関する情報が格納されています。 
“MACRO”要素には、マクロプログラムに関する情報が格納されています。 
そしてまた“PROPERTY”要素の内容も“MACRO”要素の内容もいくつかの要素で構成されてい

ます。 
 

<SPG> 
 <PROPERTY>  
  <TITLE>…</TITLE>   

この文章がマクロパス定義文章である

ことを示します。 

  <DATE>…</DATE>   
  <AUTHOR>…</AUTHOR>   
  <NOTE>…</NOTE>   
 </PROPERTY>  

マクロパス定義文章に関する情報 

 <MACRO>   
  <PARAM>…</PARAM>    
  <VAR>…</VAR>   
  <PROGRAM>…</PROGRAM>   
 </MACRO>  

マクロプログラムに関する情報 

</SPG>  
 
このように記述されたマクロパス定義文章は、以下のような“マクロパス挿入ダイアログ”を表示

することができます。 
 

“TITLE”の内容 +“NOTE”の内容  “PARAM”の属性 “PARAM”の内容 

 
“PROGRAM”の内容の解析結果 “MACRO”の属性 
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◇ <SPG > 
マクロパス定義文章が記述されていることを示します。 
<SPG VER=“属性値” > 内容 </SPG> 
属性名 属性値 意味 
VER 数値 マクロパス定義文章のバージョン 
内容 

以下の要素を記述できます。 
・PROPERTY ：“SPG”要素内に複数の“PROPERTY”要素を記述できます。 
・MACRO ：“SPG”要素内に１つの“MACRO”要素を記述できます。 

例 
<SPG VER=“1.00” > 

<PROPERTY> 
… 

</PROPERTY> 
<MACRO> 

… 
</MACRO> 

</SPG> 
備考 

・“VER”の属性値には“1.00”を設定して下さい。 
 
◇ <PROPERTY> 

マクロパス定義文章に関する情報が記述されていることを示します。 
<PROPERTY LANGUAGE=“属性値” > 内容 </PROPERTY> 
属性名 属性値 意味 
LANGUAGE JPN 内容を日本語で記述します。 
 ENG 内容を英語で記述します。 
内容 

以下の要素を記述できます。 
・TITLE ：“PROPERTY”要素内に１つの“TITLE”要素を記述できます。 
・DATE  ：“PROPERTY”要素内に１つの“DATE”要素を記述できます。 
・AUTHOR ：“PROPERTY”要素内に１つの“AUTHOR”要素を記述できます。 
・NOTE ：“PROPERTY”要素内に１つの“NOTE”要素を記述できます。 

例 
<PROPERTY LANGUAGE=“JPN” > 

<TITLE> 穴明け  </TITLE> 
<DATE> 2006.06.15 </DATE> 
… 

</PROPERTY> 
 
<PROPERTY LANGUAGE=“ENG” > 

<TITLE> DRILLING </TITLE> 
<DATE> 06.15.2006 </DATE> 
… 

</PROPERTY> 
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備考 

・“SPG”要素内には、“LANGUAGE”属性が“JPN”である“PROPERTY”要素と、

“LANGUAGE”属性が“ENG”である“PROPERTY”要素の２つの“PROPERTY”

要素を記述して下さい。 
・ecamo の言語設定が“日本語”の時、“LANGUAGE”属性が“JPN”である“PROPERTY”

要素が使用されます。その他の言語の場合は、“LANGUAGE”属性が“ENG”である

“PROPERTY”要素が使用されます。 
 
◇ <TITLE> 

マクロパス定義文章のタイトルが記述されていることを示します。 
<TITLE> 内容 </TITLE> 

内容 
マクロパス定義文章のタイトルを記述して下さい。 
この内容は“マクロパス挿入ダイアログ”のタイトルに表示されます。 

例 
<TITLE>穴明け </TITLE> 

 
◇ <DATE> 

マクロパス定義文章の作成日時が記述されていることを示します。 
<DATE> 内容 </DATE> 

内容 
マクロパス定義文章の作成日時を記述して下さい。 

例 
<DATE> 2006.06.15 </DATE> 

 
◇ <AUTHOR> 

マクロパス定義文章の作者の名前が記述されていることを示します。 
<AUTHOR> 内容 </AUTHOR> 

内容 
マクロパス定義文章の作者の名前を記述して下さい。 

例 
<AUTHOR> スター精密株式会社 </AUTHOR> 

 
◇ <NOTE> 

マクロパス定義文章のコメントが記述されていることを示します。 
<NOTE> 内容 </NOTE> 

内容 
マクロパス定義文章のコメントを記述して下さい。 
この内容は“マクロパス挿入ダイアログ”のタイトルに表示されます。 

例 
<NOTE> ペックを行います </NOTE> 
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◇ <MACRO> 
マクロプログラムに関する情報が記述されていることを示します。 
<MACRO TYPE=“属性値” PLANE=“属性値” UNIT=“属性値” SPEED=“属性値” 
 FEED=“属性値” > 内容 </MACRO> 
属性名 属性値 意味 
TYPE TURN 旋削加工用のプログラムを記述します。 
 THREAD ねじ切り用のプログラムを記述します。 
 DRILL 穴あけ用のプログラムを記述します。 
 MILL 割出加工用のプログラムを記述します。 
PLANE ZX ＺＸ平面を選択します。 
 XY ＸＹ平面を選択します。 
 YZ ＹＺ平面を選択します。 
UNIT MM プログラムの単位をミリにします。 
 INCH プログラムの単位をインチにします。 
SPEED RPM “Ｓ”を回転数一定で指令します。 
 CSS “Ｓ”を周速一定制御で指令します。 
FEED REV “Ｆ”を毎回転送りで指令します。 
 MIN “Ｆ”を毎分送りで指令します。 
内容 

以下の要素が記述できます。 
・PARAM ：“MACRO”要素内に複数の“PARAM”要素を記述できます。 
・VAR ：“MACRO”要素内に複数の“VAR”要素を記述できます。 
・PROGRAM ：“MACRO”要素内に１つの“PROGRAM”要素を記述できます。 

例 
<MACRO TYPE=“DRILL” PLANE=“ZX” UNIT=“MM” SPEED=“RPM” FEED=“REV”> 

<PARAM> … </PARAM> 
<PARAM> … </PARAM> 
<PARAM> … </PARAM> 
<VAR> … </VAR> 
<VAR> … </VAR> 
<PROGRAM> 

… 
</PROGRAM> 

</MACRO> 
備考 

・“MACRO”の属性で指定する平面選択や“Ｓ”、“Ｆ”の単位は、プログラム中での変更

はできません。 
・プログラム中で指令できる軸は、“PLANE”属性で指定した平面上の２軸のみです。 
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◇ <PARAM> 
マクロプログラムの変数が定義されていることを示します。 
“マクロパス挿入ダイアログ”で値を設定したい変数を定義します。 
<PARAM JPN=“属性値” ENG=“属性値” > 内容 </PARAM> 
属性名 属性値 意味 
JPN 任意の名前 変数の“マクロパス挿入ダイアログ”での日本語名 
ENG 任意の名前 変数の“マクロパス挿入ダイアログ”での英語名 
内容 
マクロプログラムの変数を以下の書式で定義して下さい。“PROGRAM”要素で使用できる

ようになります。 
 
変数名 = 初期値（数値） 
 
・変数名に使用できる文字は、英字，数字，下線（ _ ）です。また最初の文字は英字か下

線（ _ ）でなければなりません。 
・“；”以降の内容はコメントとして判断されます。 
・内容に定義できる変数は１つだけです。 

複数の変数を定義する場合は、変数毎に“PARAM”要素を記述して下さい。 
例 

<PARAM JPN=“回転数” ENG=“Speed”> SPEED = 3000 ;/min </PARAM> 
<PARAM JPN=“１回目送り” ENG=“1st Feedrate”> FEED1 = 0.1  ;mm/rev </PARAM> 

備考 
・初期値は、“マクロパス挿入ダイアログ”で変更することができます。 
・変数名は“PROGRAM”要素で使用され、属性値は“マクロパス挿入ダイアログ”で使用

されます。 
・ecamo の言語設定が“日本語”の時、“JPN”属性の属性値が“マクロパス挿入ダイアロ

グ”に表示されます。その他の言語の場合は、“ENG” 属性の属性値が表示されます。 
 
◇ <VAR> 

マクロプログラムの変数が定義されていることを示します。 
“マクロパス挿入ダイアログ”で値を設定する必要がない変数を定義します。 
<VAR> 内容 </VAR> 

内容 
マクロプログラムの変数を以下の書式で定義して下さい。“PROGRAM”要素で使用できる

ようになります。 
 
変数名 = 初期値（数値） 
 
・変数名に使用できる文字は、英字，数字，下線（ _ ）です。また最初の文字は英字か下

線（ _ ）でなければなりません。 
・“；”以降の内容はコメントとして判断されます。 
・内容に定義できる変数は１つだけです。 

複数の変数を定義する場合は、変数毎に“VAR”要素を記述して下さい。 
例 

<VAR> DP= 0.0  ;穴明け済みの長さ </VAR> 
<VAR> Z_POS= -1.0 ;Z 座標  </VAR> 
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備考 

・初期値は、“マクロパス挿入ダイアログ”で変更することができません。 
 
◇ <PROGRAM> 

マクロプログラムが記述されていることを示します。 
<RPROGRAM> 内容 </RPROGRAM> 

内容 
プログラムを記述して下さい。 

例 
<RPROGRAM> 

G0 Z=ST_Z S=SPEED 
IF TOTAL<=DP1 GOTO LABEL3 
G1 Z=IC(DP1) F=FEED1  ;１回目の穴明け 
… 
… 

</RPROGRAM> 
備考 

・詳細は、「■プログラム」を参照して下さい。 
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■ プログラム 
プログラムは、“PROGRAM”要素内に記述します。 
プログラムを記述するために、以下のものが用意されています。 
・変数 
・演算子／関数 ：演算子／関数を使用した式を“計算式”と呼びます。 
・代入演算子 ：代入演算子を使用した式を“代入式”と呼びます。 
・比較演算子 ：比較演算子を使用した式を“比較式”と呼びます。 
・論理演算子 ：論理演算子を使用した式を“論理式”と呼びます。 
・制御構文 
・ＮＣコード 
 
注 記 
・ プログラムでは、大文字、小文字の区別をしません。“A”と“a”は同じになります。 

・ プログラムでは、全角文字は使用できません。 

・ ブロック内の“；”以降はコメントとして判断されます。 

 
 
◇ 変数 

“PARAM”要素および“VAR”要素で定義した変数をプログラムで使用することができます。 
変数へ値を割り当てる場合は、代入演算子を使用して下さい。 
変数は、ＮＣコードおよびすべての式で使用することができます。 
 
注 記 
・ プログラム内では、変数を定義することができません。 
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◇ 演算子／関数 
プログラムでは、以下の演算子および関数を使用して計算式を記述することができます。 
 
演算子／関数 意味 
＋ 加算 
－ 減算 
＊ 乗算 
／ 除算 
PI 円周率 
( 式 ） 括弧内の計算を優先 
SIN( 数値 [単位 °] ) サイン 
COS( 数値 [単位 °] ) コサイン 
TAN( 数値 [単位 °] ) タンジェント 
ASIN( 数値 ) アークサイン [単位 °] 
ACOS( 数値 ) アークコサイン [単位 °] 
ATAN2( Ｙ座標, Ｘ座標 ) Ｘ、Ｙ座標で表されるアークタンジェント [単位 °] 
ABS( 数値 ) 絶対値 
SQRT( 数値 ) 平方根 
POT( 数値 ) 平方 
POWER( 数値, 指数 ) “数値”の“指数”乗 

ROUND( 数値, 桁数 ） 四捨五入 “桁数”は小数点以下の桁数 

ROUNDUP( 数値, 桁数 ） 切り上げ “桁数”は小数点以下の桁数 

ROUNDDOWN( 数値, 桁数 ） 切り捨て “桁数”は小数点以下の桁数 

 
注 記 
・ 関数の括弧内には、数値や変数だけでなく計算式も記述できます。 

 
◇ 代入演算子 

変数に値を割り当てるための代入式を記述することができます。 
 
代入演算子 書式 意味 
＝ 変数 ＝   値 右辺の値を変数に代入 
＋＝ 変数 ＋＝ 値 変数の値と右辺の値を加算し、変数に代入 
－＝ 変数 －＝ 値 変数の値から右辺の値を減算し、変数に代入 
＊＝ 変数 ＊＝ 値 変数の値と右辺の値を乗算し、変数に代入 
／＝ 変数 ／＝ 値 変数の値を右辺の値で除算し、変数に代入 

 
注 記 
・ 右辺の値には、数値や変数だけでなく計算式も記述できます。ただし式を記述する場合は、

“（ ）”で括って下さい。 

・ １ブロックに複数の代入式を記述することはできません。 

・ 代入式は１ブロックで記述して下さい。改行を入れて複数ブロックで記述することはできま

せん。また同ブロックにコメント以外の他のコードを記述することはできません。 
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◇ 比較演算子 
左辺の値と右辺の値の大小関係を評価ための比較式を記述することができます。 
主に制御構文の条件式として用いられます。 
演算結果の値は、比較演算子で表す関係が成立している場合（真）、“１”になります。成立し

ていない場合（偽）、“０”になります。 
 
比較演算子 書式 意味 
＝＝ 値 ＝＝ 値 左辺の値と右辺の値が等しい 
＜＞ 値 ＜＞ 値 左辺の値と右辺の値が等しくない 
＜ 値 ＜   値 左辺の値が右辺の値より小さい 
＜＝ 値 ＜＝ 値 左辺の値が右辺の値より小さいか等しい 
＞ 値 ＞   値 左辺の値が右辺の値より大きい 
＞＝ 値 ＞＝ 値 左辺の値が右辺の値より大きいが等しい 

 
注 記 
・ 左辺および右辺の値には、数値や変数だけでなく計算式も記述できます。ただし式を記述す

る場合は、“（ ）”で括って下さい。 

 
◇ 論理演算子 

論理演算を行うための論理演算式を記述することができます。 
主に制御構文の条件式として用いられます。 
演算結果の値は、“真”のとき“１”、“偽”のとき“０”になります。 
 
論理演算子 書式 意味 
NOT NOT 値 ・値が“偽”の時、“真” 

・値が“真”の時、“偽” 
AND 値 AND 値 ・左辺の値と右辺の値がともに“真” の時、“真” 

・それ以外は、“偽” 
OR 値 OR 値 ・左辺の値と右辺の値のいずれかが“真” の時、“真” 

・それ以外は、“偽” 
XOR 値 XOR 値 ・左辺の値が“真”で右辺の値が“偽” の時、“真” 

・左辺の値が“偽”で右辺の値が“真” の時、“真” 

・それ以外は、“偽” 
 
注 記 
・ 左辺および右辺の値には、数値や変数だけでなく計算式や比較式も記述できます。ただし式

を記述する場合は、“（ ）”で括って下さい。 

・ 左辺および右辺の値は“０”のとき“偽”、“０以外”のとき“真”と評価されます。 
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◇ 制御構文 
プログラムでは、以下の制御構文が使用できます。 
① 無条件ジャンプ ：無条件に指定したブロックへ移動します。 
② 条件ジャンプ ：条件式を判断し、その結果により指定したブロックへ移動します。 
③ 条件分岐 ：条件式を判断し、その結果により指定したブロックに分岐します。 
④ カウントループ ：指定した回数だけループを実行します。 
⑤ 条件付きループ ：条件式を判断し、その結果によりループを実行します。 
 
注 記 
・ 制御構文の中に制御構文を記述することができます。またその階層数に制限はありません。

・ 条件の評価に使用する条件式には、比較式や論理式を記述します。また計算式や変数単体で

の記述もできます。 

・ 条件式は、その値が“０”のとき“偽”、“０以外”のとき“真”と評価されます。 
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① 無条件ジャンプ 
書式 フローチャート 

GOTO ラベル名   ．．．GOTO 文 
 実行単位 
ラベル名：   ．．．ラベル文 
 
例 
GOTO LABEL1 
 G1 X=IC(1.0) 
 G1 Z=IC(2.0) 
LABEL1： 

 

・GOTO 文は、無条件で指定したラベル名が示すブロック（ラベル文）へ制御を移します。 
・ラベル名に使用できる文字は、英字，数字，下線（ _ ）です。また最初の文字は英字か下

線（ _ ）でなければなりません。 
・ラベル文は、“ラベル名”＋“コロン（：）”で構成されます。 
・GOTO 文およびラベル文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロックにコメ

ント以外の他のコードを記述することはできません。 
 

② 条件ジャンプ 
書式 フローチャート 

IF 条件式 GOTO ラベル名 ．．．IF-GOTO 文 
 実行単位 
ラベル名：   ．．．ラベル文 
 
例 
IF DIAM>20.0 GOTO LABEL1 
 G0 X21.0 Z-1.0 
LABEL1：  
・IF-GOTO 文は、条件式の評価が“真”の時、指定したラベル名が示すブロック（ラベル

文）へ制御を移します。 
・ラベル名に使用できる文字は、英字，数字，下線（ _ ）です。また最初の文字は英字か下

線（ _ ）でなければなりません。 
・ラベル文は、“ラベル名”＋“コロン（：）”で構成されます。 
・IF-GOTO 文およびラベル文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロックに

コメント以外の他のコードを記述することはできません。 
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③ 条件分岐 
書式（タイプ１） フローチャート 

IF 条件式   ．．．IF 文 
 実行単位 
ENDIF    ．．．ENDIF 文 
 
例 
IF DIAM<20.0 
 G0 X21.0 Z-1.0 
ENDIF 

 
・IF 文は、条件式の評価が“真”の時、ENDIF 文までのブロックを実行します。 
・IF 文は、条件式の評価が“偽”の時、ENDIF 文へ制御を移します。 
・IF 文および ENDIF 文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロックにコメン

ト以外の他のコードを記述することはできません。 
・IF-GOTO 文には ENDIF 文が必要ありませんが、IF 文には ENDIF 文が必要です。 
 
書式（タイプ２） フローチャート 

IF 条件式   ．．．IF 文 
 実行単位 1 
ELSE    ．．．ELSE 文 
 実行単位 2 
ENDIF    ．．．ENDIF 文 
 
例 
IF DIAM<20.0 
 G0 X21.0 Z-1.0 
ELSE 
G0 X33.0 Z-1.0 

ENDIF 
 

・IF 文は、条件式の評価が“真”の時、ELSE 文までのブロックを実行した後、ENDIF 文

へ制御を移します。 
・IF 文は、条件式の評価が“偽”の時、ELSE 文へ制御を移した後、ENDIF 文までのブロ

ックを実行します。 
・IF 文、ELSE 文および ENDIF 文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロッ

クにコメント以外の他のコードを記述することはできません。 
・IF-GOTO 文には ENDIF 文が必要ありませんが、IF 文には ENDIF 文が必要です。 
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④ カウントループ 
書式 フローチャート 

FOR 変数=式 1 To 式 2  ．．．FOR 文 
 実行単位 
ENDFOR   ．．．ENDFOR 文 
 
例 
FOR CNT=1 TO 5 
G1 Z=IC(3.0) 
G1 Z=IC(-1.0) 

ENDFOR 

 
・FOR 文は、変数の値が式２の値以下の間、ENDFOR 文までのブロックを繰り返し実行し

ます。 
・変数の値は、式１の値から実行単位を１回通る毎に１づつ増えていきます。 
・FOR 文および ENDFOR 文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロックにコ

メント以外の他のコードを記述することはできません。 
 
⑤ 条件付きループ 

書式 フローチャート 

WHILE 条件式   ．．．WHILE 文 
 実行単位 
ENDWHILE   ．．．ENDWHILE 文 
 
例 
WHILE DP>0 
 G1 Z=(10-DP) 
 G0 Z-1.0 
 DP -= 2.0 
ENDWHILE 

 

・WHILE 文は、条件式の評価が“真”の間、ENDWHILE 文までのブロックを繰り返し実

行します。 
・WHILE 文および ENDWHILE 文はそれぞれ１ブロックで記述して下さい。また同ブロッ

クにコメント以外の他のコードを記述することはできません。 
 



１５ 

◇ ＮＣコード 
プログラムでは、以下のＮＣコードが指令できます。 
 
対応コード 意味 
G0 位置決め 
G1 直線補間 
G2 円弧補間（時計方向） 
G3 円弧補間（反時計方向） 
G4 F …, G4 F = …, G4 F = (…) ドウェル（時間指令） 
G4 S …, G4 S = …, G4 S = (…) ドウェル（回転数指令） 
G33 ねじ切り 
F …, F = …, F = (…) 送り速度指令 
S …, S = …, S = (…) 回転速度指令 
T … オフセット指令 
M … Ｍコード指令 
X …, X = …, X = (…) Ｘ軸のアブソリュート移動指令 
Y …, Y = …, Y = (…) Ｙ軸のアブソリュート移動指令 
Z …, Z = …, Z = (…) Ｚ軸のアブソリュート移動指令 
X = IC(…) Ｘ軸のインクレメンタル移動指令 
Y = IC(…) Ｙ軸のインクレメンタル移動指令 
Z = IC(…) Ｚ軸のインクレメンタル移動指令 
CR = …, CR = (…) Ｇ２、Ｇ３の円弧の半径指令 

 
アドレスに続く指令値は、以下のように設定して下さい。 
・アドレス 数値  X12.0 
・アドレス = 数値  X=12.0 
・アドレス = 変数  X=DIAM 変数の値は“=”で設定して下さい。 
・アドレス =（ 式 ） X=(DIAM+1.0) 式は( )で括って下さい。 
 
注 記 
・ 平面選択や“Ｓ”、“Ｆ”の単位は、“MACRO”の属性で指定して下さい。プログラム中で

の変更はできません。 

・ プログラム中で指令できる軸は、“PLANE”属性で指定した平面上の２軸のみです。 

・ “＋＝”、“－＝”、“＊＝”、“／＝”で指令値を設定することはできません。又、アドレスを

変数として指令値を設定したり、式に使用したりすることもできません。 

例 X += 1.0 ．．．不可 
 X = Z  ．．．不可 
 X = (Z+1.0) ．．．不可 

・Ｇ、Ｔ、Ｍの指令値の設定に“＝”は使用できません。 
・ＣＲの指令値およびインクレメンタルの座標値は“＝”で設定して下さい。 
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■ 例 
 
<SPG VER="1.00"> 
 
  < PROPERTY LANGUAGE=" JPN "> 
 
    <TITLE>穴明け</TITLE> 
    <DATE>2006.6.15</DATE> 
    <AUTHOR>スター精密株式会社</AUTHOR> 
    <NOTE>ペックを行います</NOTE> 
 
  </PROPERTY> 
 
  < PROPERTY LANGUAGE="ENG"> 
 
    <TITLE>DRILLING</TITLE> 
    <DATE>06.15.2006</DATE> 
    <AUTHOR>STAR MICRONICS CO.,LTD.</AUTHOR> 
    <NOTE>Pecking Cycle</NOTE> 
 
  </PROPERTY> 
 
 
  <MACRO TYPE="DRILL" PLANE="ZX" UNIT="MM" SPEED="RPM" FEED="REV"> 
 
 
 
    <PARAM JPN="回転数" ENG="Speed"> SPEED = 3000 </PARAM> 
    <PARAM JPN="アプローチ Ｚ" ENG="Approach Z"> ST_Z = -1.0 </PARAM> 
    <PARAM JPN="全体切削長さ" ENG="Total Drilling Depth"> TOTAL = 5.0 </PARAM> 
    <PARAM JPN="１回目切削長さ" ENG="1st Drilling Depth"> DP1 = 2.0 </PARAM> 
    <PARAM JPN="１回目送り" ENG="1st Feedrate"> FEED1 = 0.1 </PARAM> 
    <PARAM JPN="２回目以降切削長さ" ENG="2nd Drilling Depth"> DP2 = 1.0 </PARAM> 
    <PARAM JPN="２回目以降送り" ENG="2nd Feedrate"> FEED2 = 0.1 </PARAM> 
    <PARAM JPN="退避時送り" ENG="Retract Feedrate"> RETFEED=1.0 </PARAM> 
     
 
 
 
    <VAR> DP= 0.0 ;穴明け済みの長さ </VAR> 
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１７ 

    <PROGRAM> 
      G0 Z=ST_Z S=SPEED 
      IF TOTAL<=DP1 GOTO LABEL3 
 
      G1 Z=IC(DP1) F=FEED1   ;１回目の穴明け 
      DP+=DP1 
      GOTO LABEL2 
    LABEL1: 
      G1 Z=IC(DP2) F=FEED2   ;２回目の穴明け 
      DP+=DP2 
    LABEL2: 
      G1 Z=ST_Z F=RETFEED   ;退避 
      G4 F=0.5 
      G1 Z=IC(DP-0.1) F=(RETFEED*0.75) ;再進入 
      G1 Z=IC(0.1) F=FEED1 
      IF TOTAL>(DP+DP2) GOTO LABEL1 
 
      G1 Z=IC(TOTAL-DP) F=FEED2 
      GOTO LABEL4 
    LABEL3: 
      G1 Z=IC(TOTAL) F=FEED1 
    LABEL4: 
      G4 F=0.1 
      G0 Z=ST_Z 
    </PROGRAM> 
 
  </MACRO> 
 
</SPG> 
 
 

プログラム 

真 

偽 

偽 

真 
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