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ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

１７．マシンセットアップ 
 
メニューバーから[加工定義]の[ﾏｼﾝｾｯﾄｱｯﾌﾟ]を選択すると、下記のダイアログが表示されます。 

 
 
・機械オプション 
次の種類のオプションを設定することが出来ます。 
 
[グリップ装置]：グリップ装置を選択します。 

 

[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。 

 

[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排出検出装置また

は製品セパレータ A型と同時に選択することは出来ません。 
 

[製品セパレータ A 型]：製品セパレータ A 型を選択します。このオプションはパイプ排出装

置または製品排出装置と同時に選択することは出来ません。 

 

[製品排出検出装置]：製品排出検出装置を選択します。 

 

[製品排出装置]：製品排出装置を選択します。このオプションはパイプ排出装置または製品

セパレータ A型と同時に選択することは出来ません。 

 

・ガイドブッシュ 
ガイドブッシュの種類を選択します。 
 

・機械番号 
機械番号を設定します。 
 

 17 - 1 マシンセットアップECAS 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

・設定 
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。 
 

 
 

 
マシンセットアップECAS 17 - 2 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 1 [旋盤]共通オペレーションECAS 

２０．［旋盤］共通オペレーションページの設定２０．［旋盤］共通オペレーションページの設定２０．［旋盤］共通オペレーションページの設定２０．［旋盤］共通オペレーションページの設定    
 
 ここでは、荒加工サイクルを例に、各オペレーション共通の設定手順について説明します。 
「旋盤」ツールバーから [[[[荒加工ｻｲｸﾙ荒加工ｻｲｸﾙ荒加工ｻｲｸﾙ荒加工ｻｲｸﾙ]]]]を選択すると、下記のダイアログが表示されます。 

  
 
・ 加工条件加工条件加工条件加工条件    
 

[[[[サイクルタイプサイクルタイプサイクルタイプサイクルタイプ]]]]         
荒加工サイクルでは、サイクルタイプとして[荒加工]／[ポケット加工] ／[コピー加
工]が選択できます。 

    
    

[[[[加工タイプ加工タイプ加工タイプ加工タイプ]]]]         
[外径]／［内径］／［端面］のいずれかに設定できます。下図に、３種類のワークとそれぞ
れの適切な設定を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

端面 

外径 

内径 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 2 

 
溝加工サイクルダイアログ溝加工サイクルダイアログ溝加工サイクルダイアログ溝加工サイクルダイアログでは、以下のようなワークに対して、「加工タイプ」を［端面

（裏）］に設定することもできます。  
 
[溝加工サイクル]オペレーション以外でのバックフェース（端面裏）切削： 
 
［荒加工］［荒加工］［荒加工］［荒加工］、［輪郭加工］［輪郭加工］［輪郭加工］［輪郭加工］、［ポケット加工］［ポケット加工］［ポケット加工］［ポケット加工］オペレーションでは、［ツールオリエンテー
ション］の設定により「バックフェース（端面裏）」切削が自動的に決定されます。た
とえば、「ツールオリエンテーション」（工具定義のダイアログ、「一般」タグ）を［4H］、
［4V］、［1V］、［1H］のいずれかに設定すると、バックフェース（端面裏）切削が自動的
に発生します。以下に、「ツールオリエンテーション」を［4V］に設定した、［荒加工］［荒加工］［荒加工］［荒加工］
オペレーションを示します。（工具、旋盤工具ダイアログを参照してください。） 

 
    
    
    
    

[[[[スピンドルスピンドルスピンドルスピンドル]]]]             
            
スピンドルタイプとして、[メインスピンドル]／[サブスピンドル]を選択します。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 3 [旋盤]共通オペレーションECAS 

    

[[[[工具工具工具工具]]]]      
 

  工具を選択するには [[[[工具工具工具工具]]]]をクリックします。 
   
下記のような工具一覧が表示されます。一覧から使用する工具を選択します。 

 
 
 
[[[[オプションオプションオプションオプション]]]]    

 
 
・ フィルターオプションフィルターオプションフィルターオプションフィルターオプション    
工具一覧に表示する工具を制限できます。 
制限条件となる項目のオン／オフを行います。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 4 

    ・加工部位・加工部位・加工部位・加工部位        
    

    
 

フィーチャ：フィーチャ：フィーチャ：フィーチャ：    

をクリックし、画面上からフィーチャを選択します。 
  

加工径：加工径：加工径：加工径：    

加工形状の径を数値で入力します。もしくは をクリックして参照値となる要素を選
択します。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 5 [旋盤]共通オペレーションECAS 

各オペレーションの詳細設定は、サイクル表示の横の  をクリックしますと詳細
設定ダイアログ(次ページ)が表示されます。 

    
詳細設定ダイアログの上部には、現在設定している加工の種類、選択されている工具、
補正番号が表示されます。 
 

 
 
工具を選択/変更するには    [[[[工具工具工具工具]]]]をクリックします。 
 

補正番号には、1が初期値として表示されます。変更するには [[[[補正番号補正番号補正番号補正番号]]]]をクリッ
クします。 

    
 
工具補正番号ダイアログの値を変更することで、補正番号を変更します。 
    
設定可能な補正番号は、機械取扱い操設定可能な補正番号は、機械取扱い操設定可能な補正番号は、機械取扱い操設定可能な補正番号は、機械取扱い操作説明書を参照願います。作説明書を参照願います。作説明書を参照願います。作説明書を参照願います。 
    
    
詳細設定ダイアログの下部には、詳細設定ダイアログにおいて現在設定されている内
容を加工テクノロジファイルとして保存し再利用するための[[[[保存保存保存保存…………] [] [] [] [開く開く開く開く…………]]]]機能
があります。 
加工テクノロジファイルには詳細設定ダイアログの各種パラメータが保存されますが、
工具選択内容は保存の対象外です。 
また、保存時に既存の加工テクノロジファイルに上書きする場合は、同じ加工属性の
ファイルにのみ上書きが許可され、それ以外にはエラーメッセージが表示されます。 
加工テクノロジファイルを開く場合にも、同じ加工属性を持つファイルのみ許可され
ます。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 6 

「回転／送り」タブ「回転／送り」タブ「回転／送り」タブ「回転／送り」タブ    

    
送りと回転に適用される設定には、「切削速度」、「送り速度」、「加工領域」があります。 

 
・・・・切削速度切削速度切削速度切削速度  
切削速度（周速）：切削速度（周速）：切削速度（周速）：切削速度（周速）：    参照切削径における周速切削速度を入力します。 
 
参照切削径：参照切削径：参照切削径：参照切削径：    この切削径に基づき、切削速度を回転数に、回転数を切削速度に変換

します。 
 
回転数：回転数：回転数：回転数：    主軸の回転数を入力します。 
 
周速一定制御：周速一定制御：周速一定制御：周速一定制御：    主軸の回転数を制御し周速を一定に保つ機能のオン／オフを設定しま

す。 
 
最大回転数：最大回転数：最大回転数：最大回転数：    周速一定制御オン時に有効になり、主軸の最大回転数を入力します。 

 
・送り速度・送り速度・送り速度・送り速度    
送り単位：送り単位：送り単位：送り単位：    毎回転送り、毎分送りのどちらかを選択します。 
 
送り速度：送り速度：送り速度：送り速度：    送り単位に選択されている単位での送り量を入力します。 

    
・・・・加工領域加工領域加工領域加工領域    

残り代Ｘ、残り代Ｚ：残り代Ｘ、残り代Ｚ：残り代Ｘ、残り代Ｚ：残り代Ｘ、残り代Ｚ：    
フィーチャに対する残り代を設定します。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 7 [旋盤]共通オペレーションECAS 

「進入／退避」タブ「進入／退避」タブ「進入／退避」タブ「進入／退避」タブ    

 
 
・ アプローチアプローチアプローチアプローチ    
アプローチモードアプローチモードアプローチモードアプローチモード 

 
「アプローチモード」は、ツール交換位置からリードインまでのツール移動を制御します。 
[直接アプローチ]／[X経由Z方向アプローチ] ／[Z経由X方向アプローチ] ／[X方向アプロー
チ] ／[Z方向アプローチ]から選択できます。 
詳細については、後出の「リードインタイプ」を参照してください。以下の一連の例では、
それぞれの「アプローチモード」を示します。 
 
[直接アプローチ]：ツールは、ツール交換位置からリードインまで直接早送りされます。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 8 

［［［［XXXX経由経由経由経由ZZZZ方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：ツールは、「アブソリュート Z」と「アブソリュート X」で定義さ
れた位置まで、早送りされます。ツールは、X方向、Z方向の順に早送りされてから、リードイ
ンの開始点に達します。 

［［［［ZZZZ経由経由経由経由XXXX方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：ツールは、「アブソリュート Z」と「アブソリュート X」で定義され
た位置まで早送りされます。ツールは、Z方向、X方向の順に次早送りされてから、リードインの
開始点に達します。 

［［［［XXXX方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：ツールは、「アブソリュート X」で定義された位置まで早送りされ、リ
ードインの開始点のZ位置に早送りされます。ツールは、X方向だけで早送りされてから、リー
ドインの開始点に達します。 

［［［［ZZZZ方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：方向アプローチ］：ツールは、［アブソリュート Z］で定義された位置まで早送りされ、リ
ードインの開始点のX位置に早送りされます。ツールは、Z方向だけで早送りされてから、リー
ドインの開始点に達します。 

 

ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ位置 Z 
ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ位置 X 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 9 [旋盤]共通オペレーションECAS 

・ リターンリターンリターンリターン    
リターンモード：リターンモード：リターンモード：リターンモード：    

 
 

「リターンモード」は、リードアウトとツール交換位置との間のツール移動を制御しま
す。 
[直接退避]／[X方向退避Z移動] ／[Z方向退避X移動] ／[X方向退避]、[Z方向退避] から
選択します。 
詳細については、後出の「リードアウトタイプ」を参照してください。以下の一連の例で
は、それぞれの「リターンモード」を示します。 
 
[直接退避]：ツールは、リードアウトの終わりからツール交換位置まで直接早送りされます。 
 

 
 
［［［［XXXX方向退避方向退避方向退避方向退避ZZZZ移動］：移動］：移動］：移動］：ツールはリードアウトの後、X方向、Z方向の順で早送りされ、「アブソ
リュート Z」と「アブソリュート X」で定義された位置に達します。ツールはそれから、ツ
ール交換位置まで早送りされます。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 10 

［［［［ZZZZ方向退避方向退避方向退避方向退避XXXX移動］：移動］：移動］：移動］：ツールはリードアウトの後、Z方向、X方向の順で早送りされ、「アブソ
リュート Z」と「アブソリュート X」で定義された位置に達します。ツールはそれから、ツ
ール交換位置まで早送りされます。 

    
［［［［XXXX方向退避］：方向退避］：方向退避］：方向退避］：ツールはリードアウトの後、X方向だけ早送りされ、「アブソリュート X」で
定義された位置に達します。ツールはそれから、ツール交換位置まで早送りされます。 
    
    

    
    
［［［［ZZZZ方向退避］：方向退避］：方向退避］：方向退避］：ツールはリードアウトの後、Z方向だけ早送りされ、「アブソリュート Z」で
定義された位置に達します。ツールはそれから、ツール交換位置まで早送りされます。 
 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 11 [旋盤]共通オペレーションECAS 

リードインタイプ：リードインタイプ：リードインタイプ：リードインタイプ：        

 
 

「リードインタイプ」は、［法線方向切削］／［接線方向切削］／［X方向切削］／［Z方向
切削］のいずれかに設定します。 
［法線方向切削］：リードインがシーケンスの最初のエレメントに直交するように生成され
ます。 
［接線方向切削］：リードインがシーケンスの最初のエレメントに接するように生成されま
す。 
［X方向切削］：リードインがX軸に平行に生成されます（垂直に）。 
［Z方向切削］：リードインがZ軸に平行に生成されます（水平に）。 

 
リードイン距離リードイン距離リードイン距離リードイン距離（リードインタイプの下のパラメータ）： 
リードイン距離は、［法線方向切削］／［接線方向切削］／［X方向切削］／［Z方向切削］
のリードイン移動の長さを決定します。 

 
以下の図を参照してください。 

[法線方向切削] 

[Z 方向切削] 

[X 方向切削］ 

[接線方向切削] 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

[旋盤]共通オペレーションECAS 20 - 12 

 
「リードインタイプ」の追加 
 
［溝加工］［溝加工］［溝加工］［溝加工］、［突切り加工］［突切り加工］［突切り加工］［突切り加工］、[[[[ねじ切り加工ねじ切り加工ねじ切り加工ねじ切り加工]]]]では、「リードインタイプ」は「クリアラン
ス」に設定されます。 
 

 
 

「リードインタイプ」を［早送りクリアランス］に設定すると、「距離」の設定が使用され
ます。ツールは、「距離」の値で指定した距離から素材に送られます。 
 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 20 - 13 [旋盤]共通オペレーションECAS 

リードアウトタイプ：リードアウトタイプ：リードアウトタイプ：リードアウトタイプ：    

 
「リードアウトタイプ」は、［法線方向切削］／［接線方向切削］／［X方向切削］／［Z方
向切削］／［X,Z位置切削］／［法線方向早送り］／［接線方向早送り］／[X方向早送り] 
／[Z方向早送り] ／［X,Z位置早送り］のいずれかに設定します。「リードアウトタイプ」は
オペレーションの終わりの移動に関連します。 
[Z方向切削]と［X方向切削］のリードアウトタイプの詳細については、前出の「リードイ
ンタイプ」を参照してください。ただし、方向が逆になります。 
 
 
選択した「リードアウトタイプ」により、「距離」、「Xオフセット(半径値)」、「Zオフセッ
ト」のうち必要なパラメータの入力欄が有効になります。 
 

 
 
[[[[基準値基準値基準値基準値]]]]    
[[[[基準値基準値基準値基準値]]]]ボタンを押すことにより、「進入／退避」「進入／退避」「進入／退避」「進入／退避」タブ上の内容を基準値に再設定しま
す。 

 
 
 
「ＮＣ」タブ「ＮＣ」タブ「ＮＣ」タブ「ＮＣ」タブ    
  

各加工サイクルの項目を参照してください。 
 



  ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ 

 22 - 1 輪郭サイクル 

２２．［輪郭サイクル］オペレーションページの設定 
 

 「旋盤」ツールバーから [輪郭ｻｲｸﾙ]を選択します。 

 

 
・輪郭加工 

 サイクルタイプで [輪郭加工]    を選択し、  をクリックします。 

 

輪郭 タブ 

 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ 

輪郭サイクル 22 - 2 

［工具制御］ 

 
コーナー円弧補間： 

［無効］または ［有効］を設定できます。 

 

［有効］選択時は、工具にノーズＲを含む場合、刃先が常にコーナーに接するよう円

弧補間を行います。 

 

干渉チェック： 

「干渉チェック」は［オン］、［オン(溝 進入)］または［オフ］に設定できます。 

 

これを［オフ］に設定すると、ツールパスがツールのサイドリリーフを考慮せずに作

成されます。これは、以下のように素材を傷つける原因になりかねません。 

 

 

 

 

 

[干渉チェック］を［オン］または［オン(溝 進入)］に設定すると、上図の侵害を防

止できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＣ タブ 

 
刃先Ｒ補正： 

機械側で刃先Ｒ補正を行う時、Ｇ41/42を選択してください。 

 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰのﾄﾞｳｪﾙ出力単位： 

挿入したテクノロジー内のドウェルの値をこの単位で出力します。 

 

 
[干渉ﾁｪｯｸ]＝[オン(溝 進入)]

 
[干渉ﾁｪｯｸ]＝[オン]

 
[干渉ﾁｪｯｸ]＝[オフ]
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 25 - 1 穴あけサイクル 

２５．［穴あけサイクル］オペレーションページの設定 
 

 新規に穴あけオペレーションを作成する場合、「旋盤」ツールバーから [ﾄﾞﾘﾙｻｲｸﾙ]を選

択してください。下記の新規作成ダイアログを表示します。 

 

 
 

 このダイアログは、新規作成時のみで編集時には表示されません。 

 

・加工条件 

 加工のサイクルタイプを決めてください。 

 

   [ﾄﾞﾘﾙ]  ドリル穴あけ加工を行います。 

   [ﾀｯﾌﾟ]  タップ加工を行います。 

   [ﾒｲﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ] ﾒｲﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙによる加工を行います。 

   [ﾊﾞｯｸｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ] ﾊﾞｯｸｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙによる加工を行います。 

 

 切削速度や回転数等加工条件の詳細を設定するには、サイクル表示横の をクリックしてく

ださい。詳細設定ダイアログが表示されます。（詳細は「詳細設定ダイアログ」を参照してくだ

さい。） 

 

・工具 

 加工に使用する工具を選んでください。 をクリックすると、工具選択ダイアログが表示さ

れます。 
 

・加工部位 

[ドリルポイント]  加工を定義するポイントを選択して下さい。 をクリックし、画面上か

らポイントを選択します。 
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穴あけサイクル 25 - 2 

・詳細設定ダイアログ 
 

 加工条件、進入退避の方法、パスの制御などの設定は、詳細設定ダイアログで行います。また

1度作成されたオペレーションの内容を修正するときも、このダイアログで編集を行います。 

 新規作成の時は、新規作成ダイアログの のクリックにより表示させます。 

 編集する時は、プロジェクトマネージャの加工アイコンのダブルクリックにより表示させます。 

 

 

詳細設定ダイアログ上部 

 

 現在設定している加工の種類、工具、補正番号を表示します。 

 
 

 工具を変更するには、 をクリックします。工具選択ダイアログが表示されます。 
 補正番号を変更するには、 をクリックします。工具補正番号ダイアログが表示されます。 

 

 

詳細設定ダイアログ下部 

 

 詳細設定ダイアログの下部には、現在設定されている内容を加工テクノロジファイルとし

て保存し再利用するための[保存…] [開く…]機能があります。 

 加工テクノロジファイルには詳細設定ダイアログの各種パラメータが保存されますが、工

具選択内容は保存の対象外です。 

 また、保存時に既存の加工テクノロジファイルに上書きする場合は、同じ加工属性のファ

イルにのみ上書きが許可され、それ以外にはエラーメッセージが表示されます。 

 加工テクノロジファイルを開く場合にも、同じ加工属性を持つファイルのみ許可されます。 

 

 



  ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ 

 25 - 3 穴あけサイクル 

回転／送り タブ 

 
 

・切削速度 

  切削速度(周速) 

 工具の周速切削速度を入力します。この入力で回転数が自動計算されます。 

 

  工具直径 

 選択した工具の直径を表示します。周速と回転数の変換に使います。 

 

  回転数 

 主軸の回転数を入力します。この入力で周速が自動計算されます。 

 主軸の回転方向は、選択した工具に設定してある工具方向と反対方向になります。回転

方向を切り替える場合は、工具自身のデータを修正してください。 
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穴あけサイクル 25 - 4 

・送り速度 

  送り単位 

 切削送り速度の設定単位を切り替えます。 

 

  切削送り速度 

 切込み時の切削送り速度を入力します。 

 

  退避送り速度 

 退避時の切削送り速度を入力します。 

 ただしチェックをはずした場合は、下記の様になります 

・加工サイクルタイプ [ﾄﾞﾘﾙ]：早送り速度で退避します。 

・加工サイクルタイプ [ﾀｯﾌﾟ]：[切削送り速度]に設定した速度で退避します。 

 

 切削送り速度と退避送り速度の出力パターンの詳細は、「ドリル タブ-出力パターン」

を参照してください。 

 

 

・穴あけサイクル 

  サイクルタイプ 

 加工サイクルの詳細タイプを選択します。 

・加工サイクルタイプ [ﾄﾞﾘﾙ]：ドリル／ボーリング 

・加工サイクルタイプ [ﾀｯﾌﾟ]：タップ／ダイス 

 

  工具タップピッチ 

 加工サイクルタイプで[ﾀｯﾌﾟ]を指定した場合、選択した工具の情報（工具方向／ピッ

チ）を表示します。 
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 25 - 5 穴あけサイクル 

ドリル タブ 

 
 

・加工深さ 

  深さ 

 ポイントからの加工の深さを入力します。 

 設定する深さのタイプは、左のアイコンボタンで選択してください。 

 

 [工具先端含まず] 

    工具先端を除いた部分が、入力した深さに達する様にＮＣを出力します。 

 

 [工具先端含む] 

    工具先端が、入力した深さに達する様にＮＣを出力します。 

 

 

  面取り直径 

 面取り直径を入力します。この入力で選択した工具のデータから、深さが自動計算され

ます。深さ入力モードに[工具先端含む]を選択した場合のみ、入力可能となります。 

 

  クリアランス 

 穴あけ端面に対し、切込みを開始する距離を入力します。 

 

  切削ドウェル 

 ドウェルを入力します。この値は切削時の穴底で出力します。 

 ドウェルの出力単位は、左のドロップダウンリスト（時間(G4 F..)／回転(G4 S..)）か

ら選択してください。挿入されたテクノロジー内のドウェルの値もこの単位で出力します。 

 

 クリアランスと切削ドウェルの出力パターンの詳細は、「ドリル タブ-出力パターン」

を参照してください。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ 

穴あけサイクル 25 - 6 

・ペック 

  ペックパターン 

 ペックのパターンを下記の３パターンから選択します。 

 

[なし] 

 ペックは行いません。 

 [深さ]に設定した値まで、１度の切込みで加工をします。 

 

 

 

[総退避型ペック] 

 [深さ]に設定した値に達するまで、[初回切込み量]/[切込み量]に設定した

値で切り込みを繰り返します。 

 切込み毎に工具が穴あけ端面外に退避をします。 

 

 

[部分退避型ペック] 

 [深さ]に設定した値に達するまで、[初回切込み量]/[切込み量]に設定した

値で切り込みを繰り返します。 

 切込みの累積が[総退避切込み量]を超える毎に工具が穴あけ端面外に退避を

します。 

 

 

  ペック回数 

 ペックの切込み回数を表示します。 

 

  初回切込み量 

 ペック時の１回目の切込み量を入力します。 

 

  切込み量 

 ペック時の２回目以降の切込み量を入力します。 

 

  総退避切込み量 

 切込みの累積が、この値を超える毎に工具が穴あけ端面外に退避をします。 

 ペックパターンが、[部分退避型ペック]の時のみ入力可能になります。 

 

 ペックの出力パターンの詳細は、「ドリル タブ-出力パターン」を参照してください。 

 

・アプローチ／リターン 

 

  進入／退避モード 

 ［クリアランス］、［アブソリュート位置］のいずれかを設定します。[アブソリュート

位置]に設定すると、「アブソリュート位置」の入力が有効になり、設定された値が使用さ

れます。[アブソリュート位置]はメイン側の加工、バック側の加工共に部品の前側端面か

らの位置で入力します。 

 

  待機ドウェル 

 ドウェルを入力します。この値は工具が穴あけ端面外に退避したとき、出力します。 

 ドウェルの出力単位は、左のドロップダウンリスト（時間(G4 F..)／回転(G4 S..)）か

ら選択してください。挿入されたテクノロジー内のドウェルの値もこの単位で出力します。 
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 25 - 7 穴あけサイクル 

 待機ドウェルの出力パターンの詳細は、「ドリル タブ-出力パターン」を参照してくだ

さい。 

 

 

・出力パターン 

 

  ペック：[なし] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ペック：[総退避型ペック] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ペック：[部分退避型ペック] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

深さ 

送り速度 

クリアランス 

退避送り速度 

切削ドウェル 

ポイント 

初回切込み量 切込み量 

退避送り速度 

クリアランス 

クリアランス 

切削ドウェル 
待機ドウェル 

送り速度 

切削ドウェル 

退避送り速度 

退避送り速度 

ポイント 

初回切込み量 切込み量 

クリアランス 

総退避切込み量 

切込み量 

総退避切込み量を超える深さに達する

とクリアランス位置へいったん戻る 

クリアランス 

退避送り速度 

送り速度 

切削ドウェル 

切削ドウェル 

待機ドウェル 

退避送り速度 
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穴あけサイクル 25 - 8 

ＮＣ タブ 

 
 

  リジッドタップ 

 加工サイクルタイプで[ﾀｯﾌﾟ]を指定した場合、表示されます。 

 リジッドタップのコードを用いたＮＣを出力するとき、チェックを付けてください。 

 

  固定サイクル 

 加工サイクルタイプで[ﾄﾞﾘﾙ]を指定した場合、表示されます。 

 固定サイクルのコードを用いたＮＣを出力するとき、チェックを付けてください。 

 

 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS  

 26 - 1 ねじ切りサイクル ECAS 

２６．［ねじ切りサイクル］オペレーションページの設定２６．［ねじ切りサイクル］オペレーションページの設定２６．［ねじ切りサイクル］オペレーションページの設定２６．［ねじ切りサイクル］オペレーションページの設定    
 

 「旋盤」ツールバーから [[[[ねじ切りｻｲｸﾙねじ切りｻｲｸﾙねじ切りｻｲｸﾙねじ切りｻｲｸﾙ]]]]を選択します。 
 

 
[[[[ねじ加工ねじ加工ねじ加工ねじ加工]]]]    

サイクルタイプで  [ [ [ [ねじねじねじねじ]]]]を選択し、  をクリックします。 
 
ねじねじねじねじ    タブタブタブタブ 
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・切込み角度・切込み角度・切込み角度・切込み角度    

 
 
［ねじ切りモード］は、[垂直切込み]、[片刃切込み（右方向）]、[片刃切込み（左方
向）]、[千鳥切込み]のいずれかに設定します。 
  
下図に、それぞれのタイプを示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ねじ山の角度 
下例では、［ねじ山の角度］が60度である場合を示します。これは、もっとも一般的

なねじ切込み角度です。 

[片刃切込み 
（右方向）] 

[片刃切込み
（左方向）] 

[千鳥切込み] 

[垂直切込み]
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・切込み量・切込み量・切込み量・切込み量    

 
 
「切込み量」は、[切込み量一定]、[切込み量可変（残り量＜切込み量）]、[切削量一定]、
[仕上げ] のいずれかの設定をします。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[切込み量可変（残り量＜切込み量）］では、切込み開始量と同じ量が残るまで、各パ
スを切込み開始量に等しくします（残りの量が切込み開始量より小さい場合も削除され
ます）。この最終的な量は、［切込み開始量/2］、［切込み開始量/4］、［切込み開始量/6］、
［切込み開始量/8］などのパターンのパスを使って削除されます。仕上げ代はそこで、
1つの追加パスを用いて削除されます。［仕上げ代］の設定は、仕上げパスで削除される
素材の量を決定します。 
 
[切込み量一定]では、「切込み開始量」を「総切込み量」で分割して、仕上げ代に達
するまで均等なパスを作成します。仕上げ代はそこで、1つの追加パスを用いて削除さ
れます。 
 

[仕上げ] 

 [切込み量可変（残り量＜切込み量）] [切込み量一定] 

 
[切削量一定] 
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ねじ切りサイクル ECAS 26 - 4 

［切削量一定］では、各パスに次の数式を適用します。 
 
          （√ｎ－√（ｎ－１））×「切込み開始量」 
 
ただし、nはパス数を示します。たとえば、3番目パスの深さは（√３－√２）×「切
込み開始量」、4番目パスの深さは（√４－√３）×「切込み開始量」、5番目パスの深さ
は（√５－√４）×「切込み開始量」と、順次対応します。パス数は、［総切込み回
数］の設定により制御されます。 
各パスはその直前のものより小さくなります。これは、仕上げ代に達するまで続 
きます。仕上げ代はこれで、1つの追加パスを用いて削除されます。 

 
 
総切込み総切込み総切込み総切込み量、総切込み回数量、総切込み回数量、総切込み回数量、総切込み回数    およびおよびおよびおよび    切込み開始量：切込み開始量：切込み開始量：切込み開始量：            

［切込み開始量］は、1番目のねじ切りパスにおける深さです。［総切込み量］は、最終
パスにおける深さです。仕上げ代があるときは、総切込み量に仕上げ代が含まれます。
深さは、ねじを作成するのに使った2つの参照ポイントから計測されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「切込み開始量」と「総切込み回数」は相互関係があり、「切込み量」パターンのオプ
ションと「総切込み量」の値に基づいて計算されます。 

 
仕上げ代：仕上げ代：仕上げ代：仕上げ代：    
   この設定は、仕上げパスで削除する素材の量を決定します。 
    
仕上げ繰仕上げ繰仕上げ繰仕上げ繰り返し回数：り返し回数：り返し回数：り返し回数：    
   総切込み量の仕上げパスの後、指定した回数分、仕上げパスを追加します。 

 

〔総切込み量〕=0.125 
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回転／送り回転／送り回転／送り回転／送り    タブタブタブタブ    
    
・ねじリード・ねじリード・ねじリード・ねじリード    

 
    
ねじリード：ねじリード：ねじリード：ねじリード：    
「ねじリード」は、ネジに沿った1回転分の距離です。 

 
 
可変リード（リード／ねじ）：可変リード（リード／ねじ）：可変リード（リード／ねじ）：可変リード（リード／ねじ）：    
[可変リード]は、各回転ごとのリード値の変化量です。たとえば、「ねじリード」を 
［.125］に、「可変リード」を［-.01］に設定します。現在のねじリードは、1回転後
には.124に、2回転後には.123にと、各回転後に.01ずつ減少していきます 
 

多条ねじ：多条ねじ：多条ねじ：多条ねじ：    
[一条ねじ]、[二条ねじ]、[三条ねじ]、[四条ねじ]、[五条ねじ]のいずれかを設定し
ます。この値はデフォルトで[一条ねじ]に設定されます。 
 

    
・送り速度・送り速度・送り速度・送り速度 

 
 
切削送り速度：切削送り速度：切削送り速度：切削送り速度：    
垂直方向の切込み時の送り速度を入力します。チェックをはずした場合は、早送りに
なります。 
退避送り速度：退避送り速度：退避送り速度：退避送り速度：    
ねじの終点から始点まで戻るときの送り速度を入力します。チェックをはずした場合
は、早送りになります。 

 
 
 

ねじﾘｰﾄﾞ

ねじリード

退避送り速度 
退避送り速度 切削送り速度 
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[[[[ねじ加工ねじ加工ねじ加工ねじ加工] ] ] ] ：：：：    マニュアル入力の場合マニュアル入力の場合マニュアル入力の場合マニュアル入力の場合    
    

サイクルタイプで  [ [ [ [ねじねじねじねじ]]]]を選択し、マニュアル入力マニュアル入力マニュアル入力マニュアル入力    をチェックし、 をクリッ
クします。 
 
ねじ加工ねじ加工ねじ加工ねじ加工    タブタブタブタブ    

 
 
・切込み量・切込み量・切込み量・切込み量    
総切込み量：総切込み量：総切込み量：総切込み量：    
切込み累計の総合計を表示します。 
総切込み回数：総切込み回数：総切込み回数：総切込み回数：    
パス回数の総合計を表示します。 

  切込み量／パス、パス回数、切込み累計：切込み量／パス、パス回数、切込み累計：切込み量／パス、パス回数、切込み累計：切込み量／パス、パス回数、切込み累計：    
  各ステップ毎の切込み量／パス、パス回数を設定します。 
切込み累計は、切込み量／パスとパス回数から計算し表示します。 
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ＮＣＮＣＮＣＮＣ    タブタブタブタブ    
    
・ねじ面取り・ねじ面取り・ねじ面取り・ねじ面取り    

 
    
切り込み：切り込み：切り込み：切り込み：    
切り込み時の角度、ﾘｰﾄﾞ数設定を有効にします。 
    
切り上げ：切り上げ：切り上げ：切り上げ：    
    切り上げ時の角度、ﾘｰﾄﾞ数設定を有効にします。 
 
    
・ＮＣ・ＮＣ・ＮＣ・ＮＣ 

 
 
固定サイクル：固定サイクル：固定サイクル：固定サイクル：    
出力するねじ切りサイクルを選択してください。 
Ｇ７６を選択した場合は、各パラメータの設定をしてください。 
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 29 - 1 バーフィードサイクル ECAS 

２９．［バーフィードサイクル］オペレーションページの設定２９．［バーフィードサイクル］オペレーションページの設定２９．［バーフィードサイクル］オペレーションページの設定２９．［バーフィードサイクル］オペレーションページの設定    
 
 
 
 

 

     ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾀｲﾌﾟを[[[[ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ]]]] か[[[[掴み替え掴み替え掴み替え掴み替え]]]] かの選択を設定します。 
 
 
バーフィード操作についてバーフィード操作についてバーフィード操作についてバーフィード操作について    
棒材（ワーク）を送りだす際に使用します。 

ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾀｲﾌﾟを[[[[ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ]]]] を選択し、 をクリックします。 
 

 
 
バーフィード動作は、シンクリスト（工程設計設定）に指定した加工順の後に加工終了
Ｚ位置から「フィード長」で指定した距離を指定「送り速度」の速さでワークを送り出し
ます。 

バーフィードサイクルをクリックします。
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「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」    の設定の設定の設定の設定        
 

・フィード長 
［フィード長］は、［バーフィードサイクル］オペレーションでバーが送られる距離を
設定します。 
 

・送り速度 
［送り速度（/min）］は、バーフィード動作送り速度を設定します。指定単位は、毎
分当たりのシステムの単位系（ｍｍ又はインチ）量です。 

 
    
    
掴み替え操作について掴み替え操作について掴み替え操作について掴み替え操作について    
メインスピンドルでワークの掴み替えを行うときに使います。 
 

 
 

・ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞﾀｲﾌﾟを[[[[掴み替え掴み替え掴み替え掴み替え]]]] を選択し、 をクリックします。 
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 29 - 3 バーフィードサイクル ECAS 

「掴み替え」「掴み替え」「掴み替え」「掴み替え」    の設定の設定の設定の設定        
 

・送り速度（/min） 
［送り速度（/min）］は、掴み替え指定位置（Z位置）までの送り速度を設定します。
指定単位は、毎分当たりのシステムの単位系（ｍｍ又はインチ）です。 
 

・掴み替え距離 
［掴み替え距離］は、掴み替え指定位置（Z位置）から指定した距離分、メインスピ
ンドルのチャック位置を移動させます。指定単位は、システムの単位系（ｍｍ又はイン
チ）です。 
 

・グリップ装置 
掴み替え時、「グリップ装置」グリップ装置を使うか否かの設定を行います。 
 

・移動速度（/min） 
［移動速度（/min）］は、グリップ装置の移動速度を設定します。指定単位は、毎分
当たりのシステムの単位系（ｍｍ又はインチ）です。 

 
・押込み量（半径値） 
［押込み量（半径値）］は、ワーク外周を基準にしたグリップ装置の押込み量を半
径値で設定します。指定単位は、システムの単位系（ｍｍ又はインチ）です。 
 
 

上記の設定を行った後に、掴み替え位置をマウスで画面上指定するか、Ｚ位置を入力しま
す。 

 

 

掴み替え位置設定 
・ マウスにて直接位置指定 又は 
・ Ｚ位置を入力 
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 30 - 1 ピックアップサイクル ECAS 

３０．［ピックアップサイクル］オペレーションページの設定３０．［ピックアップサイクル］オペレーションページの設定３０．［ピックアップサイクル］オペレーションページの設定３０．［ピックアップサイクル］オペレーションページの設定    
 
 
 
 

 
 
 
 
[[[[ピックアップピックアップピックアップピックアップ]]]]    

サイクルタイプで[[[[ピックアップピックアップピックアップピックアップ]]]] を選択し、 をクリックします。 
 
 

「ピックアップ」タブの設定「ピックアップ」タブの設定「ピックアップ」タブの設定「ピックアップ」タブの設定        
    

 

ピックアップサイクルをクリックします。 
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[[[[ピックアップピックアップピックアップピックアップ]]]]    
 
 以下の設定を行います。 
 
・チャックサイクル 

チャッキング 、掴み替え のいずれかに設定します。 
 
「チャックサイクル」は 最初のピックアップ時は「チャッキング」を選択します。
２回目以降のピックアップ時は「掴み替え」を選択します。 
 
「チャッキング」の場合、「ピックアップポジション」から「アプローチクリアラン
ス」離れた位置まで早送りをした後、「アプローチクリアランス」分を「毎分送り」で
指定した速度で移動し「ピックアップポジション」をつかみます。 

 
・アプローチクリアランス 
［アプローチクリアランス］は、ピックアップ位置へ到達する前に設定した距離まで
早送り動作を行います。したがって、設定した距離後は、指定「毎分送り」量でピック
アップ位置まで移動します。 
 

・毎分送り 
［毎分送り（/min）］は、サブスピンドルの動作送り速度を設定します。指定単位は、
毎分当たりのシステムの単位系（ｍｍ又はインチ）量です。 

     
・ドウェル(秒) 
［ドウェル］は、ピックアップポジションにて働きます。 

 
  ・チャック時のコレット戻し量 

コレットの戻し量を設定します。 
チャックすると同時にサブスピンドルは、この距離分の引き戻し動作を行います。 

 
 

「掴み替え」は前回つかんでいる位置から「ピックアップポジション」まで「毎分送り」
で指定した速度で移動します。そのため「アプローチクリアランス」の入力は不要です。 
 
上記の設定後、ピックアップポジションをマウスにて直接指示するか、Z位置指定にて入力
します。 
 

 

ピックアップポジション設定 
・ マウスにて直接位置指定 又は 
・ Ｚ位置を入力 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 31 - 1 リリースサイクル ECAS 

３１．［リリースサイクル］オペレーションページの設定３１．［リリースサイクル］オペレーションページの設定３１．［リリースサイクル］オペレーションページの設定３１．［リリースサイクル］オペレーションページの設定    

 
 
 
[[[[リリースリリースリリースリリース]]]]    

サイクルタイプで [[[[リリースリリースリリースリリース]]]] を選択し、 をクリックします。 
 
「リリース」タブの設定「リリース」タブの設定「リリース」タブの設定「リリース」タブの設定        

 
 
 [ [ [ [リリースリリースリリースリリース]]]]    
    「リリースポジション」の位置で製品排出を行います。    
・製品排出 
マシンセットアップで選択した下記のいずれかが設定されています。 
製品排出装置 
パイプ排出装置 
 

・ドウェル(秒) 
「ドウェル」はコレットオープンした後に挿入されます。 

リリースサイクルをクリックします。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 36 - 1 工程設計 ECAS 

３６．［工程設計］オペレーションページの設定３６．［工程設計］オペレーションページの設定３６．［工程設計］オペレーションページの設定３６．［工程設計］オペレーションページの設定    
 
加工順序の編集や同時・同期加工の設定は、同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログで行います。 
 
１．同期リストダイアログ１．同期リストダイアログ１．同期リストダイアログ１．同期リストダイアログ        

 「旋盤」ツールバーから [[[[同期リスト同期リスト同期リスト同期リスト]]]]を選択し、下記のような同期リストダイアロ同期リストダイアロ同期リストダイアロ同期リストダイアロ
ググググが表示させます。ここで同期の設定や、ウェイトコード挿入などをすることによって、工
程設計を行います。 

 
 

注意：同期リストの設定を行う前に、必ず再計算を行って下さい。再計算を行うためには、注意：同期リストの設定を行う前に、必ず再計算を行って下さい。再計算を行うためには、注意：同期リストの設定を行う前に、必ず再計算を行って下さい。再計算を行うためには、注意：同期リストの設定を行う前に、必ず再計算を行って下さい。再計算を行うためには、
プロジェクトマネージャの「加工」を右クリックし、「再計算」を選択します。プロジェクトマネージャの「加工」を右クリックし、「再計算」を選択します。プロジェクトマネージャの「加工」を右クリックし、「再計算」を選択します。プロジェクトマネージャの「加工」を右クリックし、「再計算」を選択します。    

 
 

注意：同期リストダイアログを開いたら、必ずダイアログ左上の「ﾋﾞｭｰ」を確認してくださ注意：同期リストダイアログを開いたら、必ずダイアログ左上の「ﾋﾞｭｰ」を確認してくださ注意：同期リストダイアログを開いたら、必ずダイアログ左上の「ﾋﾞｭｰ」を確認してくださ注意：同期リストダイアログを開いたら、必ずダイアログ左上の「ﾋﾞｭｰ」を確認してくださ
い。初めて同期リストを開いた時には、［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］に指定されています。この場合、い。初めて同期リストを開いた時には、［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］に指定されています。この場合、い。初めて同期リストを開いた時には、［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］に指定されています。この場合、い。初めて同期リストを開いた時には、［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］に指定されています。この場合、
必ず［ﾍｯﾄﾞﾋﾞｭｰ］に表示を切り替え使用して下さい。［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］および［ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞ必ず［ﾍｯﾄﾞﾋﾞｭｰ］に表示を切り替え使用して下さい。［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］および［ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞ必ず［ﾍｯﾄﾞﾋﾞｭｰ］に表示を切り替え使用して下さい。［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］および［ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞ必ず［ﾍｯﾄﾞﾋﾞｭｰ］に表示を切り替え使用して下さい。［ﾀﾚｯﾄﾋﾞｭｰ］および［ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾞ
ｭｰ］では、絶対にオペレーションの操作は行わないでください。内部情報にエラーがｭｰ］では、絶対にオペレーションの操作は行わないでください。内部情報にエラーがｭｰ］では、絶対にオペレーションの操作は行わないでください。内部情報にエラーがｭｰ］では、絶対にオペレーションの操作は行わないでください。内部情報にエラーが
生じる可能性があります。生じる可能性があります。生じる可能性があります。生じる可能性があります。    
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同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログは、次のような４つのウィンドウで構成されています。 
    
・ヘッド１ウィンドウ（チャンネル１ウィンドウ）・・・（左側） 
作成した加工オペレーションの中で、チャンネル１の加工に使用するものがここに表示
されます。 

 
・ヘッド２ウィンドウ（チャンネル２ウィンドウ）・・・（中央） 
作成した加工オペレーションの中で、チャンネル２の加工に使用するものがここに表示
されます。 

 
・ヘッド３ウィンドウ（チャンネル３ウィンドウ）・・・（右側） 
作成した加工オペレーションの中で、チャンネル３の加工に使用するものがここに表示
されます。 
 

・加工時間ウィンドウ・・・（左下側） 
各チャンネル毎の加工時間と総加工時間が表示されます。（注１）（注１）（注１）（注１） 
また、加工の種類によって色分けがされています。時間グラフ上に表示されている色分
けの設定方法は、コマンドリファレンス「３６．[工程設計]オペレーションページの設
定」を参照してください。 

 
   ヘッド１、２、３ウインドウにはそれぞれ下記の情報が、表示されています。 

サイクル： 使用工具、加工名称、アイコンを表示します。 
同期ID： ウェイトコード番号、同期コードを表示します。 
スピンドル/工具ID： 加工に使用するスピンドル番号（ﾒｲﾝｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ:1，ｻﾌﾞｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ:2）

または、使用している工具の工具ID表示します。 
タレットID： 使用している刃物台番号を表示します。 
加工時間： 加工時間を表示します。（注２）（注２）（注２）（注２）    

    コメント： オペレーション設定時のコメント内容を表示します。 
    
    

注１：この同期リストダイアログ中に表示されている加工時間、総加工時間、工具交換時間注１：この同期リストダイアログ中に表示されている加工時間、総加工時間、工具交換時間注１：この同期リストダイアログ中に表示されている加工時間、総加工時間、工具交換時間注１：この同期リストダイアログ中に表示されている加工時間、総加工時間、工具交換時間
等は概算の時間です。等は概算の時間です。等は概算の時間です。等は概算の時間です。  

 
注２：注２：注２：注２：加工ウィンドウに表示される加工時間には、工具交換の時間は含まれていません。特加工ウィンドウに表示される加工時間には、工具交換の時間は含まれていません。特加工ウィンドウに表示される加工時間には、工具交換の時間は含まれていません。特加工ウィンドウに表示される加工時間には、工具交換の時間は含まれていません。特

にねじ切り加工時間は、ねじ切り進入にねじ切り加工時間は、ねじ切り進入にねじ切り加工時間は、ねじ切り進入にねじ切り加工時間は、ねじ切り進入////退避時間しか表示されません。退避時間しか表示されません。退避時間しか表示されません。退避時間しか表示されません。    
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２．工２．工２．工２．工程設計操作方法程設計操作方法程設計操作方法程設計操作方法    
 
 同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログでは、加工順序の編集、同時加工の設定、ウェイトコードの設定お
よび同期オペレーションの設定を行います。基本的な操作は、加工アイコンのドラッグ＆ド
ロップのみです。 

 
・加工順序の編集 

同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログで、加工オペレーションは作成した順番で各ウィンドウに表示さ
れます。加工順序を変更したい場合は、オペレーションの順序を編集する必要がありま
す。 
加工順序を編集するためには、移動したいオペレーションの工具アイコンおよび加工ア
イコンを選択しオペレーションを青色にハイライトさせ、移動先の位置にドラッグ＆ド
ロップします。この際、必ず加工オペレーションと工具をセットで選択してください。
もしどちらか一方しか選択されていなかった場合、エラーメッセージが表示されます。 
  

・同期加工の設定 
設定する同期コードは、同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログ同期リストダイアログの左上にある同期コードリストボックス

から選択します。 
設定できる同期コードは、マシンセットアップにて選択した機種によって異なります。
ECAS機種で選択可能な同期コードは、下記のとおりです。同期コード内容は、機械操作
取扱い説明書を参照下さい。 
・X1－X3同期ON(M50)  NCコードにM50を出力 
・X1－X3同期OFF(M51)  NCコードにM51を出力 
・X3－X1同期ON(M52)  NCコードにM52を出力 
・X3－X1同期OFF(M53)  NCコードにM53を出力 
・S1－S2同期ON(M82)  NCコードにM82を出力 
・S1－S2同期OFF(M83)  NCコードにM83を出力 
・主軸をCH1側で使用(M131) NCコードにM131を出力 
・主軸をCH3側で使用(M133) NCコードにM133を出力 
・Z1－Z2同期ON(M140)  NCコードにM140を出力 
・Z1－Z2同期OFF(M141)  NCコードにM141を出力 
・Z1－Z3重畳ON(M142)  NCコードにM142を出力 
・Z1－Z3重畳OFF(M143)  NCコードにM143を出力 
・ﾀﾚｯﾄ3をCH2側で使用(M172) NCコードにM172を出力 
・ﾀﾚｯﾄ3をCH3側で使用(M173) NCコードにM173を出力 
・正面背面同期加工ON  NCコードに正面背面同時加工開始を出力 
・正面背面同期加工OFF  NCコードに正面背面同時加工終了を出力 
・途中材欠処理  NCコードに途中材欠処理を出力 

 
同期コードを挿入するためには、各ヘッドウィンドウから同期コードを挿入する前また
は後の加工オペレーションを選択し、同期コードリストボックスから同期コードを選択
し、以下のボタンを押して加工工程の上または下に同期コードを設定します。 
    

    選択したオペレーションの上に同期コードを挿入 

 選択したオペレーションの下に同期コードを挿入 
 

同期加工を外すには、削除する同期コードを選択し、 削除アイコンにて削除します。
同期コードを選択し、[Delete]キーを押しても削除できます。 
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・ウェイトコードの設定 
ウェイトコードは、各ヘッドウィンドウのオペレーション間に待ち合わせを設定したい
場合に挿入します。設定方法は同期コードと同様で、ウェイトコードを挿入する前また
は後のオペレーションを選択し、以下のボタンを押して加工工程の上または下に同期コ
ードを設定します。 
 

 選択されたオペレーションの上にウェイトコード  

 選択されたオペレーションの下にウェイトコード  
  

 ウェイトコードを削除するには、削除する同期コードを選択し、 削除アイコンを押す
か、[Delete]キーを押します。 

 
  ・同期オペレーションの設定 

同期オペレーションは、工具を選択した後（Ｔコードが出力された後）や、工具がアプ
ローチされた後にウェイトコードを出力したい場合に用います。 
工具に対して同期オペレーションを設定した場合は、その工具を選択した後(Ｔコードが
出力された後)にウェイトコードが出力され、加工オペレーションに対して同期オペレーショ

ンを設定した場合は、そのオペレーションで用いる工具がアプローチした後にウェイトコードが

出力されます。 

 

同期オペレーションは、設定したいオペレーションを選択し、 同期オペレーションボタン
を押せば設定されます。同期オペレーションを解除するには、解除するオペレーション

を選択し、 削除アイコンにて削除します。 

 
 
同期リストの操作方法に関しては、コマンドリファレンス「３６．[工程設計]オペレーシ
ョンページの設定」にも記載しておりますので、ご参照ください。 
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３．同期・同時加工設定方法３．同期・同時加工設定方法３．同期・同時加工設定方法３．同期・同時加工設定方法    
  
 ここでは、下記の加工工程における同期リストの設定例を記載します。下記例に従い設定下記例に従い設定下記例に従い設定下記例に従い設定
を行いませんと、正しいを行いませんと、正しいを行いませんと、正しいを行いませんと、正しいNCNCNCNCコード出力がされませんのでご注意ください。コード出力がされませんのでご注意ください。コード出力がされませんのでご注意ください。コード出力がされませんのでご注意ください。    
 
１．製品取り上げ 
２．製品排出 
３．掴み替え 
４．CH1-CH3 の切り替え 
５．Z1-Z3 重畳 
６．X1-X3 同期 
７．X3-X1 同期 
８．正面背面同時加工 
９．単独背面加工 
 
 
なお、設定方法の表で、同期コード、ウェイトコードおよび同期オペレーションを設定す
る場所は、下記のように強調して表示しています。 
 

同期コード同期コード同期コード同期コード    

ウェイトコードウェイトコードウェイトコードウェイトコード    

同期オペレーション同期オペレーション同期オペレーション同期オペレーション    
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３‐３‐３‐３‐1111    製品取り上げ製品取り上げ製品取り上げ製品取り上げ    
  
ECASでは、バックスピンドルによる製品取り上げ時に、CH1とCH2との間で、［S1-S2同期］
および、［Z1-Z2同期］を設定します。ecamoでは、下記のようCH1の「突っ切り工程（工具と
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ）」とCH2の「ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ」ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝとを［S1-S2同期］ではさみ、さらにCH1の「突っ
切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」を［Z1-Z2同期］ではさむように同期リストを設定します。 

 
CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHACHACHACHANNEL 3NNEL 3NNEL 3NNEL 3    同期同期同期同期    

S1-S2 同期 ON(M82) S1-S2 同期 ON(M82)  S1-S2 同期 ON を挿入 

突っ切り工具 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ   

Z1-Z2 同期 ON(M140) Z1-Z2 同期 ON(M140)  

突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ   

Z1-Z2同期OFF(M141) Z1-Z2同期OFF(M141)  

Z1-Z2 同期で「突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼｮ

ﾝ」をはさむ 

S1-S2 同期 OFF(M83) S1-S2 同期 OFF(M83)  S1-S2 同期 OFF を挿入 

 
 
［設定例］ 

   
 
 
 
 
 
 
ただし、オプションの製品セパレータ Aを使用している場合は、下記のように設定します。

この場合［S1-S2 同期］および［Z1-Z2 同期］は設定せず、「突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」と「ﾋﾟｯｸｱｯ
ﾌﾟ」とに、［同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ］を設定します。 
 
 
 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

突っ切り工具              

突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ    ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ        同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを設定 

［Z1-Z2 同期 ON/OFF］で、「突っ
切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ」をはさむ 

［S1-S2 同期 ON/OFF］で、「突っ切
り工程(工具とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ)」および
「ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ」をはさむ 
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［設定例］ 

   
 
 
 
 
    
３‐２３‐２３‐２３‐２    製品排出製品排出製品排出製品排出    
 
CH2 の「ﾘﾘｰｽ」ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを、製品排出を行う場所に移動させます。 

    
CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    

 ﾘﾘｰｽ         

    
［設定例］    

 

同期オペレーションを設定

製品排出を行う場所に「ﾘﾘｰｽ」
オペレーションを移動 
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３‐３３‐３３‐３３‐３    掴み替え掴み替え掴み替え掴み替え    
 
掴み替えを行う場合は、まず最初の「ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ」から突っ切り工程が終わるまでを［S1-S2
同期］ではさみます。途中でﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞを行う場合は、「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」前に 3チャンネルに渡って
「途中材欠処理」を挿入し、「ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ」と「ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ」との間に、CH1 および CH2 に対して
「ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ」を挿入します。「ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ」後の加工は、「Z1-Z2 同期」ではさんで下さい。 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

S1-S2 同期 ON(M82) S1-S2 同期 ON(M82)  S1-S2 同期 ON を挿入 

 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ   

Z1-Z2 同期 ON(M140) Z1-Z2 同期 ON(M140)  

工具  工具 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

Z1-Z2 同期 OFF(M141) Z1-Z2 同期 OFF(M141)  

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ後の加工を「Z1-Z2

同期」ではさむ 

 

（CH3 で加工する場合は、必

要に応じてｳｪｲﾄｺｰﾄﾞや同期ｺ

ｰﾄﾞを挿入する） 

途中材欠処理 途中材欠処理 途中材欠処理 

ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞを行う前に、途中材

欠処理を 3 チャンネルに渡っ

て挿入 

ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞ    

ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ  

ﾊﾞｰﾌｨｰﾄﾞの終了時とﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

の開始時との間に、ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ

を挿入 

 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ   

Z1-Z2 同期 ON(M140) Z1-Z2 同期 ON(M140)  

工具  工具 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

Z1-Z2 同期 OFF(M141) Z1-Z2 同期 OFF(M141)  

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ後の加工を「Z1-Z2

同期」ではさむ 

 

（CH3 で加工する場合は、必

要に応じてｳｪｲﾄｺｰﾄﾞや同期ｺ

ｰﾄﾞを挿入する） 

突っ切り工具 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ   

Z1-Z2 同期 ON(M140) Z1-Z2 同期 ON(M140)  

突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ   

Z1-Z2 同期 OFF(M141) Z1-Z2 同期 OFF(M141)  

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ後の突っ切りｵﾍﾟﾚｰｼ

ｮﾝを「Z1-Z2 同期」ではさむ 

S1-S2 同期 OFF(M83) S1-S2 同期 OFF(M83)  S1-S2 同期 OFF を挿入 
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［設定例］ 
 
 

 

必要に応じて挿入 

S1-S2 同期 

Z1-Z2 同期 
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    ３－４３－４３－４３－４    CH1CH1CH1CH1----CH3CH3CH3CH3 の切り替えの切り替えの切り替えの切り替え 
 
 加工工程で、メインスピンドルで使用するチャンネルを切り替えたい場合は、［主軸を CH1
で使用（M131）］または［主軸を CH3 で使用（M133）］を、CH1 および CH3 に設定します。下
記の例では、メインスピンドルを CH1→CH3→CH1 のように使用していますが、切り替え時に
は M133 および M131 を挿入します。この際、挿入位置は加工工程の工具と加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝとの
間にしてください。これは、他方のチャンネルで加工している間に工具選択を行い、加工時
間を短縮するためです。 

 
注意：同期の際に必要な注意：同期の際に必要な注意：同期の際に必要な注意：同期の際に必要な M131M131M131M131 およびおよびおよびおよび M133M133M133M133 は、自動的に出力されますので設定する必要はあは、自動的に出力されますので設定する必要はあは、自動的に出力されますので設定する必要はあは、自動的に出力されますので設定する必要はあ

りません。同期終了後は、必ずりません。同期終了後は、必ずりません。同期終了後は、必ずりません。同期終了後は、必ず M131M131M131M131 モードになっています。モードになっています。モードになっています。モードになっています。    
 
［設定例］ 
 

 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

工具    

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

   

  工具  

主軸を CH3 側で使用

(M133) 
 

主軸を CH3 側で使用

(M133) 

工具とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝとの間に

M133 を挿入 

  

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

 

工具    

主軸を CH1 側で使用

(M131) 
 

M131 主軸を CH1 側で

使用(M131) 

工具とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝとの間に

M131 を挿入 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

・ 

・ 

   

工具とオペレーション
との間に M131 を挿入 

工具とオペレーション
との間に M133 を挿入 
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    ３－５３－５３－５３－５    Z1Z1Z1Z1----Z3Z3Z3Z3 重畳重畳重畳重畳    
  
 Z1-Z3 重畳を行う場合は、下記設定例のように重畳させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを［Z1－Z3 重畳
ON(M142)］および［Z1－Z3 重畳 OFF(M143)］ではさみます。もし、重畳中の加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝで
待ち合わせを行いたい場合は、必要に応じて［同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ］を設定します。 

 
CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

工具  工具  

Z1-Z3 重畳 ON(M142)  Z1-Z3 重畳 ON(M142)
工具の後に Z1－Z3 重畳 ON

（M142）を挿入 

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 
（M142 直後に必要な待ち合わ

せは、自動出力されます。） 

工具  工具  

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 
（必要に応じて同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを

設定） 

・ 

・ 
 

・ 

・ 
 

Z1-Z3 重畳 OFF(M143)  Z1-Z3 重畳 OFF(M143) Z1-Z3 重畳 OFF を挿入 

 
［設定例］ 
 

 

重畳させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

を、［Z1-Z3 重畳］ではさむ

必要に応じて同期ｵﾍﾟﾚ

ｰｼｮﾝを設定 
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 ただし、ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝで、重畳させるｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの数が CH1 と CH3 とで異なる場合、自
動的にウェイトコードが出力されないため、下記のようにウェイトコードおよび同期ｵﾍﾟﾚｰｼ
ｮﾝを設定する必要があります。 

 
 
[設定例] 

 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNCHANNCHANNCHANNEL 2EL 2EL 2EL 2  CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

工具  工具  

Z1-Z3 重畳 ON(M142)  Z1-Z3 重畳 ON(M142)  

ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 
同期が必要なｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝには

同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを設定 

ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ  ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞを挿入 

工具    

ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ    

ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ  ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞ ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞを挿入 

工具  工具  

ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  ミル加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 
同期が必要なｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝには

同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを設定 

Z1-Z3 重畳 OFF(M143)  Z1-Z3 重畳 OFF(M143)  

重畳させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

を、Z1-Z3 重畳ではさむ 
ｳｪｲﾄｺｰﾄﾞを挿入 同期が必要なｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝに

は同期ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを設定 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 36 - 13 工程設計 ECAS 

 ３－６３－６３－６３－６    X1X1X1X1----X3X3X3X3 同期同期同期同期    
 
 X1-X3 同期を行う場合の設定方法は、下記のとおりです。同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを[X1-X3
同期 ON(M50)]と［X1-X3 同期 OFF(M51)］とではさみます。 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

工具  工具  

X1-X3 同期 ON(M50)  X1-X3 同期 ON(M50)

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

X1-X3 同期 OFF(M51)  X1-X3 同期 OFF(M51)

同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを、

X1-X3 同期ではさむ 

 
    
[設定例] 

同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

を、X1-X3 同期ではさむ 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

工程設計 ECAS 36 - 14 

 ３－７３－７３－７３－７    X3X3X3X3----X1X1X1X1 同期同期同期同期    
 
 X1-X3 同期を行う場合の設定方法は、下記のとおりです。同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを[X3-X1
同期 ON(M52)]と［X3-X1 同期 OFF(M53)］とではさみます。 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

工具  工具  

X3-X1 同期 ON(M52)  X3-X1 同期 ON(M52)

加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

X3-X1 同期 OFF(M53)  X3-X1 同期 OFF(M53)

同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを、

X3-X1 同期ではさむ 

 
    
[設定例] 

同期させる加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

を、X3-X1 同期ではさむ 
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３－８３－８３－８３－８    正面背面同時加工正面背面同時加工正面背面同時加工正面背面同時加工    
    

正面背面同時加工を行う場合は、下記のように同期させる加工工程(工具とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ)を［正
面背面同時加工 ON］と［正面背面同時加工 OFF］とではさみます。この際、同期設定は３チ
ャンネルに渡って行うことに注意してください。 

    
CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

正面背面同時加工 ON 正面背面同時加工 ON 正面背面同時加工 ON

 工具 工具 

 加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

 工具 工具 

 加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

正面背面同時加工 OFF 正面背面同時加工 OFF正面背面同時加工 OFF 

加工工程を正面背面同時

加工 ON/OFF ではさむ 

（３チャンネルに渡って設

定） 

    
    
［設定例］ 

 
 

加工工程を正面背面同時加工

ON/OFF ではさむ 

（３チャンネルに渡って設定）
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 ３－９３－９３－９３－９    単独背面加工単独背面加工単独背面加工単独背面加工    
 
 CH2 で単独背面加工を行う場合は、下記のように加工工程(工具とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ)を［ﾀﾚｯﾄ 3 を
CH2 側で使用(M172)］と［ﾀﾚｯﾄ 3 を CH3 側で使用(M173)］とではさみます。この際、３チャ
ンネルに渡って設定を行うことに注意してください。 
 

CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1CHANNEL 1    CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2CHANNEL 2    CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3CHANNEL 3    同期同期同期同期    

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH2 側で使用

(M172) 

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH2 側で使用

(M172) 

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH2 側で使用

(M172) 

 工具  

 加工ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ  

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH3 側で使用

(M173) 

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH3 側で使用

(M173) 

ﾀﾚｯﾄ 3 を CH3 側で使用

(M173) 

加工工程を M172-M173 で

はさむ 

（３チャンネルに渡って設

定） 

 
［設定例］ 

 
 

加工工程を M172-M173 ではさむ 

（３チャンネルに渡って設定） 
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 38 - 1 工具待機 ECAS 

３８．［工具待機］の設定３８．［工具待機］の設定３８．［工具待機］の設定３８．［工具待機］の設定    
 
メニューバーの[[[[加工定義加工定義加工定義加工定義]]]]から［工具待機］［工具待機］［工具待機］［工具待機］を選択します。または、描画エリア内にカーソル
をもっていきマウスを右クリックするとプルダウンメニューが表示されるので、その内の［加［加［加［加
工定義］工定義］工定義］工定義］の［工具待機］［工具待機］［工具待機］［工具待機］を選択します。 
 

 
 
 
下図のダイアログが表示されます。 

 

        サイクルタイプで[[[[待機待機待機待機]]]] を選択し、 をクリックします。 

加工定義から選択した場合の画面 
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「待機」タブの設定「待機」タブの設定「待機」タブの設定「待機」タブの設定        

        
    
 チャンネル３刃物台の移動を定義します。 
    
・待機・待機・待機・待機 
        Z3Z3Z3Z3軸位置軸位置軸位置軸位置    

 指定した座標値へＺ３軸が移動します。 
    
        CH3 CH3 CH3 CH3 ﾘﾌｧﾚﾝｽ点復帰ﾘﾌｧﾚﾝｽ点復帰ﾘﾌｧﾚﾝｽ点復帰ﾘﾌｧﾚﾝｽ点復帰    

 Ｘ３軸、Ｙ３軸、Ｚ３軸がリファレンス点へ復帰します。    
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 43 - 1 機械シミュレーション ECAS 

４３．機械シミュレーション４３．機械シミュレーション４３．機械シミュレーション４３．機械シミュレーション    
 
 
１．基本画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

操作用ツールバーボタン

NCデータ表示エリア

NC データのブロックエンドで
の各チャンネルのステータス
情報を表示します。 

シミュレーション速度設定

加工時間表示

シミュレーション画面 
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２．シミュレーション操作用ツールバーボタン機能 
以下のツールボタンにより各種操作を行います。 

 
 

 
シミュレーションボタンシミュレーションボタンシミュレーションボタンシミュレーションボタン    
 
オプショナルスキップ有効ボタン 

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 

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。 

 
NC 実行ブロックハイライトボタン 

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。 
 
 
ストップボタン 

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］［シミュレーション実行］［シミュレーション実行］［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。 

 
シミュレーション実行ボタン 

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% 

 
ステップ単位シミュレーション実行ボタン 

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。 

 
繰り返し実行モードボタン 

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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 43 - 3 機械シミュレーション ECAS 

クローズアップビューボタン 
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] 
メイン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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[突っ切り周辺] 
突っ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。 
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機械シミュレーション ECAS 43 - 4 

ビュー選択ボタン 
指定のビューに変更します。 
ボタンを押すとビュー選択のサブメニューが表示され
ます。 
 
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 
ボタンが押されている状態のとき、切削
中のワークを仮想断面表示にします。 

        
 
 
 
 
 
 
 
  フィッティングボタン 

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。 
 
 

干渉チェック機能 ON/OFF 切換ボタン 
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、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 

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。 

 
 
 
 
座標軸表示ボタン 

ボタンが押されている状態のとき座標軸を表示します。 
 

 
形状確認画面表示ボタン 

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、後述の「３．形状確認画面操作」の項をご参照く
ださい。 
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 43 - 5 機械シミュレーション ECAS 

ログファイル表示ボタン 
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。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

なお、ログファイルは、ツーリングファイル(xxxx.mif)と同じ名前で同じディレク
トリに作成されます。 

 
シミュレーションリセットボタン 

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。 

 
終了ボタン 

シミュレーションを終了します。 
 
 

バージョン情報表示ボタン 
バージョン情報確認ダイアログバージョン情報確認ダイアログバージョン情報確認ダイアログバージョン情報確認ダイアログを開きます。 
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３．形状確認画面操作 

［切削形状確認］［切削形状確認］［切削形状確認］［切削形状確認］ボタン を押すと以下の切削形状確認画面が開きます。現仕様では、旋削
工程での切削形状の表示となります。 

 
 
 形状確認ツールバーボタン機能 
 以下のツールボタンにより各種操作を行います。 
 
 
 
 
 
 

形状輪郭表示ボタン 
ボタンが押されている状態のとき、形状輪郭表示になります。形状輪郭表示ではワ
ークの形状輪郭を表示します。同時にピックモードも有効になります。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。 
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。 
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形状輪郭表示ボタン 
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。 

 
 

初期表示ボタン 
表示をダイアログ表示時の初期状態に戻します。 

 
 
 

仮想断面表示ボタン 
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 
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。 

 
 
注１：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。 

 
ミリング切削形状表示ボタン 

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。 
 
 

 
 
ビューの拡大・縮小ボタン 

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。 
 
 

 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 43 - 9 機械シミュレーション ECAS 

４．シミュレーション画面・形状確認画面における各種ビュー操作 
 
(1) ダイナミックビューローテーション(回転) 
ビューの任意に位置で、［Ctrl］キーを押し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 軸が回転します。回転角度はドラッグ中のマウス
移動量についてきまります。 

 
(2) ダイナミックビューズーム(拡大・縮小) 
ビューの任意に位置で［Ctrl］キーと［Shift］キーを同時に押し、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。 

 
注１：形状確認画面では、ダイナミックビューズームは機能しません。ビューの拡大・縮小

は、形状確認ダイアログ形状確認ダイアログ形状確認ダイアログ形状確認ダイアログのツールバーボタンで行ってください。 
 
(3) 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２：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。 

 
(4) 矩形拡大機能 
 矩形で囲まれた部分を中心としてビューが拡大されます。 
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５．シミュレーション対応コード 
 
■シミュレーションＧコード対応表シミュレーションＧコード対応表シミュレーションＧコード対応表シミュレーション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 ドリルペッキングサイクルキャンセル ○  
Ｇ 83 ドリルペッキングサイクル ○  
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 ○  

  ・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。 



ｺﾏﾝﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ ECAS 

 43 - 11 機械シミュレーション ECAS 

 
■シミュレーションＭコード対応表シミュレーションＭコード対応表シミュレーションＭコード対応表シミュレーション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 

○ 
M3 と M4 の画面上での判別は不可。サ
イクルタイムには影響あり。 

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  
クランプ中に C 軸指令を行ってもエラ
ー表示しない。 

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  サブプログラムには未対応 
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 

○ 
破損検出の動作は行いますが、シミュ
レーションでは破損検出はできませ
ん。 

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 Ｃ軸補間制御 ＯＮ ○  
Ｍ72 Ｃ軸補間制御 ＯＦＦ   
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コード コード内容 対応 備考 
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[ＥＭ
75：]にジャンプ 

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 ○ 
同期無しでサブスピンドルがワークを
掴んでもエラーは出ない。 

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％ ＯＦ
Ｆ 

  

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） 

○ 
 

Ｍ127 製品排出指令（製品排出装置を使用時） ○  

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 ○  
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 ○  
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。  
 ・M133 モード中に Z3軸を動かす指令には対応しておりません。（例：Z3=-20.0） 
 
○ ：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シミュレーションコマンド対応表シミュレーションコマンド対応表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  サブプログラムは未対応 
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ＯＦ
Ｆ 

○ 
 

ＥＭ80： 
材欠検出ＯＦＦ 

○ 
シミュレーションでは常に[Ｍ
80]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) ○  
ＴＯＰ: 加工プログラム先頭 ○  
ｔｒａｃｙｌ（R） 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 ○ 
突っ切りのための待ち合わせ
ではｎは必ず 49 に設定する必
要があります。 

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 ○  
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コマンド コード内容 対応 備考 
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   
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   
  ・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。 
 
 
シミュレーションは電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンドには対応しておりませシミュレーションは電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンドには対応しておりませシミュレーションは電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンドには対応しておりませシミュレーションは電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンドには対応しておりませ
ん。ん。ん。ん。    
■シミュレーション電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンド■シミュレーション電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンド■シミュレーション電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンド■シミュレーション電子データ化（プログラム最適化）に関するコマンド 

コマンド コード内容 備考 
；ＣＨＦ ねじ切り加工の切り込み/切り上げ加工 ｅ－ｃａｍｏより自動出力 
ＣＲＶＴＢＬ＿１ プログラム最適化  
ＣＲＶＴＢＬ＿２ プログラム最適化  
ＣＲＶＴＢＬ＿３ プログラム最適化  
Ｌｅａｄ１（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ２（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ３（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ１２（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ１３（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ２３（ ） プログラム最適化  
Ｌｅａｄ１２３（ ） プログラム最適化  
・電子データ化に関するコマンドはプログラム編集にて削除あるいは書き込みをしないで下さ
い。 

 
 
 


	機種別操作説明書
	目次
	加工データ作成手順
	１７．マシンセットアップ
	２０．［旋盤］共通オペレーションの設定
	２２．［輪郭サイクル］オペレーションページの設定
	２５．［穴あけサイクル］オペレーションページの設定
	２６．［ねじ切りサイクル］オペレーションページの設定
	２９．［バーフィードサイクル］オペレーションページの設定
	３０．［ピックアップサイクル］オペレーションページの設定
	３１．［リリースサイクル］オペレーションページの設定
	３６．［工程設計］オペレーションページの設定
	１．同期リストダイアログ
	２．工程設計操作方法
	３．同期同時加工設定方法

	３８．［工具待機］の設定
	４３．機械シミュレーション
	１．基本画面
	２．シミュレーション操作用ツールバーボタン機能
	３．形状確認画面操作
	４．シミュレーション画面・形状確認画面における各種ﾋﾞｭｰ操作
	５．シミュレーション対応コード


