
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

・本製品を、正しく安全にご使用いただくため、また性能を十分理解していただ
くために、この取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。
・ご購入の際、「保証書」にお買い上げいただいた販売店の捺印、住所、購入年
月日が記入されていることをお確かめの上、その保証書を大切に保管してくだ
さい。
・本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製することはできません。
・本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
・本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お
気づきの点がありましたら、当社あてにご連絡ください。
・本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生
じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間接的な損害に対し
て、当社は一切の責任を負いません。

ユーザーズマニュアル　1

セットアップとメンテナンス
＊＊最初にお読みください＊＊

MDX-650A
MDX-650
MDX-500



　この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＡ情報技術
装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用
者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
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安全にお使いいただくために

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表し
ています。

 と  の意味

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみ
の発生が想定される内容を表しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

 は、注意 (危険、警告を含む) を表しています。
具体的な注意内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「感電注意」を表しています。

図記号の例

 は、禁止 (してはいけないこと) を表しています。
具体的な禁止内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

 は、強制 (必ずすること) を表しています。
具体的な強制内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜け」を表しています。

分解・修理・改造はしないでくださ
い。
火災の原因となったり、異常動作をしてけ
がをしたりすることがあります。

本体に表示された定格の電源以外では
使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

アースに接続してください。
故障などによる漏電により、感電すること
があります。

異常な状態 (煙が出る・こげ臭い・異
音がするなど) のまま使用しないでく
ださい。
火災・感電の原因となります。
すぐに電源をオフにし、電源プラグをコン
セントから抜いて、お近くの販売店または
当社サービス・ステーションまでご連絡く
ださい。

本製品に付属の電源コードを使用して
ください。
付属品ではない電源コードを使用すると、
火災・感電の原因となります。
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傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆる
んだコンセントは使わないでくださ
い。
火災・感電の原因と
なります。

電源コードを傷つけたり、加工した
り、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったり、たばねたり、重いもの
を載せたり、挟み込んだりしないでく
ださい。
電源コードが破損
し、火災・感電の
原因となります。

長期間使用しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・
漏電火災の原因となり
ます。

電源プラグをコンセントから抜くとき
は、電源コードを持たずに電源プラグ
を持ってください。
コードが傷み、火災・感電の原因となりま
す。

安定した場所に置いてください。
本体が落下し、けがを
することがあります。

開梱・設置・移動は、MDX-650A/650は5人、
MDX-500は4人以上で行ってください。
本体が落下し、けがをすることがあります。
(MDX-650A/650の重さは120kg、MDX-
500の重さは92kgあります。)

濡れた手で電源プラグの抜き差しをし
ないでください。
感電の原因と
なります。

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。

工具の先端に触れないでください。
けがをすることがあります。

電源コードのたこ足配線はしないでく
ださい。
発熱し火災の原因となります。

移動するときは、本体下部アルミの
ベース部分を持ち、MDX-650A/650は
5人、MDX-500は4人以上で行ってくだ
さい。
本体が落下し、
けがをすること
があります。
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切削中は可動部に手を近づけないでく
ださい。
けがをすることがあります。

Tスロットテーブルとアーム、ヘッド
とZカバーの間に指を入れないでくだ
さい。
指をはさみ、けがをすることがあります。

切削油を使わず、ドライ切削を行って
ください。
火災の原因となります。

防塵眼鏡とマスクをかけて作業してく
ださい。
切削粉が飛び散り、健康の障害となること
があります。

能力以上の加工をして、工具に無理な
力をかけないでください。
工具が折れ、予期せぬ方向に飛びます。
誤って能力以上の加工を始めたときは、直
ちに緊急停止スイッチをOFFにしてくださ
い。

内部に液体、金属、燃えやすいものを
入れないでください。
火災の原因と
なります。

手袋、ネクタイ、袖口の広い衣服を着
用して作業しないでください。
工具に巻き込まれ、
けがをすることが
あります。

Tスロットテーブルの動作範囲内に物
を置かないでください。
Tスロットテーブルにぶつかって物が落下
し、けがをすることがあります。

Tスロット
テーブルの
動作範囲

アーム

Zカバー

ヘッド

Tスロット
テーブル

金属粉は、市販のブラシで取り除いて
ください。
掃除機で吸い取ると、
掃除機が発火する
ことがあります。
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切削粉は吸い込み型のクリーナーを使
用して除去してください。吹き飛ばす
エアガンを使用しないでください。
切削粉が飛び散り、健康の障害となること
があります。

加工動作停止直後の工具には触れない
でください。
摩擦熱で工具が熱くなり、火傷をすること
があります。

作業終了後は手を洗
い、切削くずを水で
洗い流してくださ
い。

清掃やメンテナンス時は、本体の電源
スイッチをOFFにし、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
けが、感電の原因となります。

本体貼付のラベルについて

　製品本体には、次のラベルが貼付されています。
　貼付位置とメッセージは、以下の図のとおりです。

モデル名
定格表示
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: 機械の故障や誤動作を防ぎ、正しく使用するための情報です。

: 使用上の、ポイント、アドバイスです。

 や  の他に、次の記号を使っています。

お願い

動作中、Tスロット
テーブルとアームの
間に指を入れないで
ください。

工具の取り扱いは十分
気を付けてください。

動作中、ヘッドとZカ
バーの間に指を入れ
ないでください。
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Part 1　セットアップ

マニュアルの構成について

本機のマニュアルは、以下の構成になっています。用途に合わせてご覧ください。

ユーザーズマニュアル 3

「NCコードを使って加工する」

ユーザーズマニュアル 1

「セットアップとメンテナンス」

ユーザーズマニュアル 2

「付属ソフトウェアを使って加工する」

NCコードプログラマーズマニュアル

設置、接続、加工を始めるまでの準備、
機械のお手入れが書かれています。

1

32

NCNCNCNCNCコードを使ってコードを使ってコードを使ってコードを使ってコードを使って
加工する場合加工する場合加工する場合加工する場合加工する場合

付属ソフトウェアを付属ソフトウェアを付属ソフトウェアを付属ソフトウェアを付属ソフトウェアを
使って加工する場合使って加工する場合使って加工する場合使って加工する場合使って加工する場合

付属ソフトウェア を使って加工する場合の
操作方法が書かれています。

NCコード を使って加工する場合の操作
方法が書かれています。

本機でサポートしているNCコードについて書か
れています。プログラミングの基礎や、各コー
ドの解説があります。
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Part 1　セットアップ

1-1　付属品の確認

以下のものが同梱されています。

Part 11　　セットアップ

Tスロットクランプ：4
(材料固定用)

高トルクスピンドル用
ベルト

キーコネクタ
※本体に差し込まれていないと
　動作しません

スパナ(10 mm)
(Tスロットクランプ固定用)

Z0センサー

フェライトコア
※MDX-500を除く

六角レンチ

Roland Software Package
CD-ROM

電源コード 電源プラグアダプタ

ユーザーズマニュアル
(1  セットアップとメンテナンス)
(2  付属ソフトウェアを使って加工する)
(3  NCコードを使って加工する)

NCコード
プログラマーズマニュアル

お客様登録カード／保証書

六角ボルト(5×25mm)：4
(Tスロットクランプ固定用)

※出荷時のTスロットクランプについ
　ているボルトが長すぎるときに使用

　します
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Part 1　セットアップ

1-2　各部の名称

ヘッド

Tスロットテーブル
(XYテーブル)

ベローズカバー

操作パネル

スピンドルカバー
＊スピンドルカバーが開いて
いるとき、本体は動作しま
せん (「1-4　スピンドル部
解説」参照 )。

ベースカバー

ファンモータカバー

本体前面

アーム

アーム
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Part 1　セットアップ

本体右側面

本体左側面

シリアル端子

EXT.2 (拡張端子)

Z0センサー接続端子

EXT.1 (拡張端子)

パラレル端子

EXT.3 (拡張端子)

電源スイッチ

電源コネクタ

EXT. 4（拡張端子）
＊MDX-650Aのみ
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Part 1　セットアップ

MDX-650A/650 操作パネル

[ENTER] キー

[PAUSE] キー

矢印 ([  ]  [  ]
[  ]   [  ]) キー

ダイヤル ディスプレイメニューの選択、または 座標表示のときのTスロットテーブル、工具 (Ｚ軸) の微少
移動、スピンドルモータの回転数を変更します。

[JOG] キー ディスプレイが座標表示のとき、Tスロットテーブル、工具（Ｚ軸）の微少移動、スピンドルモー
タ回転数のうち、設定したい項目を選択します。コマンド体系をNCコードに選択したときは、表
示座標系も選択します。
また、回転軸ユニット(オプション)を装着した場合は、 Y軸とA軸の切り替えをします。

[ENTER] キー ディスプレイメニューの選択や、設定した値 および 選択肢を確定するときに押します。メニュー
をダイヤルで選び、[ENTER] を押すと下の階層に入ります。
現在の設定値や選択肢を変更したいときは、ダイヤルで選択し [ENTER] を押します。決定された
設定値や選択肢にカッコが付きます。

[EXIT] キー メインメニューに戻るとき、または座標表示/メニュー表示を切り替えるときに押します。

矢印キー [  ]  [  ] キーでTスロットテーブルを前後に、 [  ]  [  ] キーでヘッドを左右に移動します。

工具アップキー 工具(刃物)をZ軸のプラス方向(上方向)に移動します。

工具ダウンキー 工具(刃物)をZ軸のマイナス方向(下方向)に移動します。

早送りキー 矢印・工具アップ・工具ダウン キーと同時に押すと、移動速度が早くなります。

[Z]キー Ｚ軸のワーク座標の原点設定をします。

[XY/A]キー ＸＹ軸のワーク座標の原点設定をします。
また、回転軸ユニット(オプション)を装着した場合は、 A軸の原点設定をします。

[SPINDLE]キー スピンドルを回転・停止させます。回転させるときは、キーを１秒以上押し続けてください。スピ
ンドルカバーが開いていると、スピンドルは回転しません。

[PAUSE]キー 加工動作中に押すと一時停止します。

[COPY]キー データバッファ内にあるデータを再切削します。

緊急停止スイッチ 電源を切り、動作中であるなしにかかわらずマシンを強制停止します。危険な動作や異常な動作を
したときは、直ちに押してください。

[COPY] キー

[SPINDLE] キー

[EXIT] キー

[JOG] キー

ダイヤル

工具ダウンキー

工具アップキー

[Z] キー[XY/A] キー 緊急停止
スイッチ

液晶ディスプレイ

早送りキー
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Part 1　セットアップ

MDX-500 操作パネル

[ENTER] キー

[PAUSE] キー

矢印 ([  ]  [  ]
[  ]   [  ]) キー

ダイヤル ディスプレイメニューの選択、または 座標表示のときのTスロットテーブル、工具 (Ｚ軸) の微
少移動、スピンドルモータの回転数を変更します。

[JOG] キー ディスプレイが座標表示のとき、Tスロットテーブル、工具（Ｚ軸）の微少移動、スピンドルモー
タ回転数のうち、設定したい項目を選択します。

[ENTER] キー ディスプレイメニューの選択や、設定した値 および 選択肢を確定するときに押します。メニュー
をダイヤルで選び、[ENTER] を押すと下の階層に入ります。
現在の設定値や選択肢を変更したいときは、ダイヤルで選択し [ENTER] を押します。決定され
た設定値や選択肢にカッコが付きます。

[EXIT] キー メインメニューに戻るとき、または座標表示/メニュー表示を切り替えるときに押します。

矢印キー [  ]  [  ] キーでTスロットテーブルを前後に、 [  ]  [  ] キーでヘッドを左右に移動しま
す。

工具アップキー 工具(刃物)をZ軸のプラス方向(上方向)に移動します。

工具ダウンキー 工具(刃物)をZ軸のマイナス方向(下方向)に移動します。

早送りキー 矢印・工具アップ・工具ダウン キーと同時に押すと、移動速度が早くなります。

[Z]キー Ｚ軸のワーク座標の原点設定をします。

[XY]キー ＸＹ軸のワーク座標の原点設定をします。

[SPINDLE]キー スピンドルを回転・停止させます。回転させるときは、キーを１秒以上押し続けてください。ス
ピンドルカバーが開いていると、スピンドルは回転しません。

[PAUSE]キー 加工動作中に押すと一時停止します。

[COPY]キー データバッファ内にあるデータを再切削します。

緊急停止スイッチ 電源を切り、動作中であるなしにかかわらずマシンを強制停止します。危険な動作や異常な動作
をしたときは、直ちに押してください。

[COPY] キー

[SPINDLE] キー

[EXIT] キー

[JOG] キー

ダイヤル

工具ダウンキー

工具アップキー

[Z] キー[XY] キー 緊急停止
スイッチ

液晶ディスプレイ

早送りキー



13

Part 1　セットアップ

1-3　設置と接続

設置

安定した場所に置いてください。
本体が落下し、けがを
することがあります。
また、誤動作や破損の
原因となります。

動作環境内 (温度5～40℃、湿度35～80％ (ただし結露しないこと)) で使用してください。

本体ヘッドの上に物を置かないでください。

お願い

次のような場所に設置しないでください。故障の原因になります。
●電気的な雑音の多い場所でのご使用は避けてください。
●湿気やほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
●使用中熱を発生しますので、放熱効果の悪い場所には設置しないでください。
●振動の激しい場所には設置しないでください。

本体をキャスター付きスタンド上に設置するときは、確実にストッパーをかけてください 。

Tスロットテーブルの動作範囲内に物
を置かないでください。
Tスロットテーブルにぶつかって物が落下
し、けがをすることがあります。

Tスロット
テーブルの
動作範囲

開梱・設置・移動は、MDX-650A/650は5人、
MDX-500は4人以上で行ってください。
本体が落下し、けがをすることがあります。
(MDX-650A/650の重さは120kg、MDX-
500の重さは92kgあります。)

移動するときは、本体下部アルミの
ベース部分を持ち、MDX-650A/650は
5人、MDX-500は4人以上で行ってくだ
さい。
本体が落下し、
けがをすること
があります。
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Part 1　セットアップ

MDX-650A/650の場合
設置場所には、以下のスペースが必要です。
保守スペースは、サービスマンがメンテナンス時に必要とするスペースです。

設置スペース

保守スペース

900 mm

1200 mm

1300 mm

2200 mm

2600 mm背面

前面

スタンド上に設置する場合、以下と同等仕様のスタンドをご用意ください。
また、オプションのスタンドもご用意しております。詳しくは販売店もしくはお近くの当社営業所までお問い合わせくださ
い。

FIG 2

FIG 1

耐荷重 100 kgf

耐荷重 1500 kgf

天板厚さ 9 mm

1030 mm 109
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l x=75.3    l y=12.2   (cm4)
(JIS 3192 による)

FIG 1

FIG 2
断面二次モーメント

l x=3.53     l y=3.53　(cm4)
(JIS 3192 による)
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Part 1　セットアップ

MDX-500の場合
設置場所には、以下のスペースが必要です。
保守スペースは、サービスマンがメンテナンス時に必要とするスペースです。

設置スペース

保守スペース

900 mm

900 mm

1100 mm

2000 mm

2300 mm背面

前面

スタンド上に設置する場合、以下と同等仕様のスタンドをご用意ください。
また、オプションのスタンドもご用意しております。詳しくは販売店もしくはお近くの当社営業所までお問い合わせくださ
い。

FIG 2

FIG 1

耐荷重 100 kgf

耐荷重 1500 kgf

天板厚さ 9 mm

790 mm 900
 mm
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断面二次モーメント
l x=75.3    l y=12.2   (cm4)
(JIS 3192 による)

FIG 1

FIG 2
断面二次モーメント

l x=3.53     l y=3.53　(cm4)
(JIS 3192 による)
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接続

ケーブル類の接続は、コンピュータと本体の電源をオフにした状態で行ってください。

電源コードやコンピュータとの入出力ケーブルは、使用中に抜けたり接触不良をおこしたりしないよ
うに確実に接続してください。誤動作や故障の原因となります。

お願い

アースに接続してください。
故障などによる漏電により、感電すること
があります。

本体に表示された定格の電源以外では
使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

電源コードのたこ足配線はしないでく
ださい。
発熱し火災の原因となります。

電源コード�

アース線�

電源プラグ�
アダプタ�

2端子コンセントの場合�

電源コンセント

電源コネクタ

本体右側面

本製品に付属の電源コードを使用して
ください。
付属品ではない電源コードを使用すると、
火災・感電の原因となります。
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Part 1　セットアップ

シリアル端子パラレル端子

プリンタ端子

※ケーブルは別売です。コンピュータに
適したケーブルをご使用ください。

パラレル端子

●PCとの接続 (NEC PC-98シリーズ・DOS/V機など)

パラレルケーブル (プリンタケーブル)

クロスのシリアルケーブル (RS-232C規格)

RS-232C端子

ネジで固定

シリアル端子

ロック用ピン
で固定

ここに付属のキーコネクタ
を差し込みます。キーコネ
クタが差し込まれていない
と、本体がデータを受け付
けず、スピン
ドルも回転
しません。

本体左側面

Z0センサー接続端子
Z0センサー

＜MDX-650A/650のみ＞
接続ケーブルの図の位置に、付属のフェライトコア
を取り付けます。

本機接続側コネクタ部から
20～30 mm程度

※キーコネクタを抜き差しするときは、

　必ず本体の電源を切ってください。
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Part 1　セットアップ

1-4　スピンドル部解説

スピンドルカバーについて

本体スピンドル部にはカバーがあります。工具の取り付けや交換は、このスピンドルカバーを開けて作業します。
回転部分に手が触れるとき不意に動作すると危険なので、スピンドルカバーが開いているあいだは動作しません。スピンド
ルモータが回転しないだけでなく、ヘッドやTスロットテーブルの移動もできません。

加工動作中は、スピンドルカバーを開けないでください。動作中にスピンドルカバーを開けると緊急
停止します。動作中のデータは無効になり、続けて加工することができません。

お願い

スピンドルカバー
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Part 1　セットアップ

高トルクスピンドルと高回転スピンドル

本機は、高トルクスピンドルと高回転スピンドルの2種類のスピンドルユニットが使用できます(スピンドルユニットは別売
です)。取り付けたスピンドルのタイプ (ハイトルク または ハイスピード) を設定する必要があります。 (「1-6　スピンド
ルの種類を選ぶ」参照)。

高トルクスピンドル

トルク重視のスピンドルです。回転数は、3000 ～
12000 rpm. です。主に、エンドミルを使って加工する
場合 (モデリング) に適しています。

高回転スピンドル

回転数が 5000 ～ 20000 rpm. の回転数重視のスピン
ドルです。高トルクスピンドルに比べてトルクは劣りま
す。主に、彫刻カッターを使って加工する場合に適して
います。

スピンドル別 取り付け可能なオプション品

* はオプション品番です。工具の品番については、サプライ品カタログをご覧ください。

コレット 工具

高トルクスピンドル
  *ZS-650T
　 (MDX-650A/650用)
  *ZS-500T

(MDX-500用)

高回転スピンドル
  *ZS-500SH

φ6 mm
スピンドルに標準付属

φ10 mm（*ZC-5100）、φ8 mm
（*ZC-5080）、φ6.35 mm（*ZC-
5063）、φ6 mm（*ZC-5060）、φ5
mm（*ZC-5050）、φ4 mm（*ZC-
5040）、φ3.175 mm（*ZC-5032）、
φ3 mm（*ZC-5030）

φ6.35、4.36 mm
*ZC-500TE (コレット&ホルダーセット)

φ4.36 mm
スピンドルに標準付属

φ6、5、4、3 mm
*ZC-23 (コレットセット)

φ6.35 mm
*ZC-23-6.35

φ6 mm
エンドミル

φ10、8、6.35、5、4、3.175、3
mm
エンドミル

φ6.35, 4.36 mm
彫刻カッター

φ4.36 mm
彫刻カッター

φ6、5、4、3 mm
エンドミル

φ6.35 mm
エンドミル

集塵アダプター

*ZAD-500T

*ZAD-500S

発泡材や石膏など、微細な切削くずや粉塵の出るものを切削する場合は、オプションの集塵アダプタ
を使用してください。切削くずが内部に入り込み、スピンドルユニットの寿命が短くなることがあり
ます。

お願い
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Part 1　セットアップ

高トルクスピンドル(オプション)のセット

高トルクスピンドル (ZS-650T/ZS-500T) の内容物を確認してください。

高トルクスピンドル(ZS-650T/ZS-500T)の取り付け

1 スピンドルユニット背面のピンをスライダーのピン
穴に合わせ、手で支えます。

スパナ(24 mm, 13 mm 各1)

スピンドルユニット

コレット (6 mm)

六角ドライバキャップスクリュー X 4

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。

スライダー

ピン穴
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3 モータープーリの下からベルトを通し、スピンドル
プーリーに引っかけます。

4 スピンドルプーリーに引っかけたベルトを上から押
さえながら、モータープーリーを矢印の方向に回転
させてベルトを取り付けます。

5 ベルトがモータープーリーとスピンドルプーリーの
図の位置になるように、モータープーリーを数回ま
わしてください。

2 図の位置にキャップスクリューを差し込み、付属の
六角ドライバで締めます。

スピンドルベルト

スピンドル
プーリー

モーター
プーリー
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Part 1　セットアップ

工具の取り付け

工具の先端に触れないでください。
けがをすることがあります。

加工動作停止直後の工具には触れない
でください。
摩擦熱で工具が熱くなり、火傷をすること
があります。

お願い 加工材料や切削方法に合った適正な工具を使用してください。

エンドミルなしでコレットのみを取り付け、スパナで締めないでください。次の使用時にエンドミル
が取り付けられなくなる恐れがあります。

エンドミルを取り付ける場合、カッターホルダーは取り外してください。カッターホルダーを取り付
けたまま加工すると、振動でカッターホルダーがゆるみ、外れてしまうことがあります。

スパナは必ず付属のものを使用してください。付属以外のスパナを使用すると、締めすぎによりコ
レットが外れなくなったり、スピンドルが破損することがあります。

工具は落とさないように注意してください。刃が欠けることがあります。

コレットは落とさないように注意してください。
コレットの変形や破損によって、工具が取り付けられなくなることがあります。

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。
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Part 1　セットアップ

3 スピンドルプーリーとコレットを付属のスパナで締
めつけます (150～200 kgf·cm)。

2 スピンドルの下から 1 を差し込みます。
エンドミルが落ちないように手で支えながら、スピ
ンドルプーリーを回して固定します。

エンドミルのシャンク径に合ったコレットを取り付けます。コレットの穴にエンドミルを通したとき、エンドミルのシャン
クの太さが穴にぴったり合っていれば適した組み合わせです。
高トルクスピンドルに付属のコレットはφ6 mmです。φ6 mm以外のエンドミル (φ10、φ8、φ6.35、φ5、φ4、φ
3.2、φ3 mm) を使用する場合は、オプションのコレットが必要です。

1 コレットにエンドミルを差し込みます。

　エンドミルを取り付ける

コレット

エンドミル

スパナ
(24 mm)

スパナ
(13 mm)

スピンドル
プーリー

スピンドル
プーリー
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カッターの径に合ったコレットとカッターホルダーを取り付けます。コレットとカッターホルダーの穴にカッターを通した
とき、カッターの径が穴にぴったり合っていれば適した組み合わせです。
高トルクスピンドルで彫刻カッターを使用するには、オプションのコレット＆カッターホルダーセット (ZC-500TE) が必
要です。

1 カッターホルダーとコレットを取り付けます。

2 矢印キーと工具ダウンキーを押して、ヘッドの先端
を材料の表面から約20 mm の位置まで近付けてく
ださい。

＊ヘッドを移動させるときは、スピンドルカバーを
閉めてください。

3 カッターホルダーの穴にカッターを挿入し、先端を
材料の表面に軽く当てます。ZC-500TEに付属の六
角ドライバでツール固定ネジを締めます。

4 操作パネルでZ軸原点を設定してください。Z軸原
点はスピンドルアップ/ダウンの基準点です。
設定方法については、ユーザーズマニュアル 2 また
は ユーザーズマニュアル 3 を参照してください。

彫刻カッターを取り付ける

スパナ
(24 mm)

コレット スパナ
(13 mm)

カッター
ホルダー

材料

材料

約20 mm
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高トルクスピンドル用集塵アダプタ(ZAD-500T)の取り付け

高トルクスピンドル (ZS-650T/ZS-500T) にオプションの集塵アダプタ (ZAD-500T) を取り付けると、お手持ちの掃除機
で切りくずを吸い取りながら加工することができます。
主に、エンドミルでの加工 (モデリング) に有効的です。

径が合わず、集塵ダクトが掃除機の吸い込み口に差し込めないときは、市販のテープなどでつなぎ合
わせてください。ZAD-500Tのダクト径は32 mmです。

掃除機は、吸引量の調整ができ、過負荷保護装置のついたものを使用してください。

集塵ホースの出ている側に、必ず30 cm以上のすき間を空け、集塵ホースが動くスペースを確保して
ください。集塵ホースがスムーズに動かないと、誤動作の原因となります。

お願い

ZAD-500T内容物

ネジ X 2 集塵アダプタ

高トルクスピンドル

ネジ

ネジ

マジック
テープ

集塵ブラシ

1 マジックテープの部分を貼り合わせ、集塵
アダプタに集塵ブラシを取り付けます。 2 集塵アダプタを本体のスピンドル部に取り付けます。

集塵ダクト

＊マジックテープ部を剥がすと、本体に
集塵アダプタを取り付けた状態でも、
工具の交換ができます。

金属粉は、市販のブラシで取り除いて
ください。
掃除機で吸い取ると、
掃除機が発火する
ことがあります。
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高回転スピンドル(オプション)のセット

高回転スピンドル (ZS-500SH) の内容物を確認してください。

高回転スピンドル (ZS-500SH) の取り付け

1 スピンドルユニット背面のピンをスライダーのピン
穴に合わせ、手で支えます。

スパナ(24 mm/10 mm)

スピンドルユニット

コレット (4.36 mm)

六角ドライバ(大/小)キャップスクリュー X 4

スピンドルベルト

カッターホルダー (4.36 mm)

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。

ピン穴

スライダー

スピンドルユニットに
取り付けられています。
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3 モータープーリーの溝にベルトをかけ、手で引っ
張ってスピンドルプーリー側にかけます。

＊新規イラスト＊

2 図の位置にキャップスクリューを差し込み、付属の
六角ドライバ(大)で締めます。

＊新規イラスト＊

スピンドル
プーリー

モーター
プーリーの
溝 スピンドルベルト
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工具の取り付け

工具の先端に触れないでください。
けがをすることがあります。

加工動作停止直後の工具には触れない
でください。
摩擦熱で工具が熱くなり、火傷をすること
があります。

お願い 加工材料や切削方法に合った適正な工具を使用してください。

スパナは必ず付属のものを使用してください。付属以外のスパナを使用すると、締めすぎによりコ
レットが外れなくなったり、スピンドルが破損することがあります。

エンドミルを取り付ける場合、工具なしでコレットのみを取り付け、スパナで締めないでください。
次の使用時に工具が取り付けられなくなる恐れがあります。

エンドミルを取り付ける場合、カッターホルダは取り外してください。カッターホルダーを取り付け
たまま加工すると、振動でカッターホルダーがゆるみ、外れてしまうことがあります。

工具は落とさないように注意してください。刃が欠けることがあります。

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。
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カッターの径に合ったコレットとカッターホルダーを取り
付けます。コレットとカッターホルダーの穴にカッターを
通したとき、カッターの径が穴にぴったり合っていれば適
した組み合わせです。
高回転スピンドルに付属のコレットとカッターホルダーは
φ4.36 mmです。

彫刻カッターを取り付ける

カッターホルダーとコレットを取り付けます。

1 デプス・レギュレータ・ノーズを取り付けます。
図のように矢印2の方向に回し、いっぱいまで締め
付けてください。

＊デプス・レギュレータ・ノーズを使用する場合＊

デプス・レギュレータ・ノーズを使うと、厚みが一様でない材料にも同じ深さで彫刻することができます。
(デプス・レギュレータ・ノーズの先端を材料に当てながら彫刻するため、材料の表面を傷つけることがあります。）

2 彫刻する深さ (切り込み量) を決めます。マイクロ
メータ・ダイヤルに刻印してある目盛りは25個で、
1目盛り 0.0254 mmです (1回転で0.635 mm)。図
中矢印の方向に、彫刻する深さ以上回してくださ
い。
例えば、0.5 mmの深さに彫刻する場合は20目盛り
(約1周)、1.5 mmの深さに彫刻する場合は59目盛り
(約3周) 回します。

3 ナットを矢印の方向に回し、いっぱいまでゆるめま
す。

〈ヘッド下部〉
2

1

〈ヘッド下部〉

ナット

スパナ
(24 mm)

コレット

スパナ
(10 mm)

カッター
ホルダー
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6 手順5でセットした位置をZ軸原点に設定します。Z
軸原点はスピンドルアップ/ダウンの基準点です。
設定方法については、ユーザーズマニュアル 2 また
は ユーザーズマニュアル 3 を参照してください。

7 カッターホルダーの穴にカッターを挿入し、付属の
六角ドライバ(小)でネジを締めます。

5 工具ダウンキーを押して、デプス・レギュレータ・
ノーズを材料表面に当てます。

＊ヘッドを移動させるときは、スピンドルカバーを
閉めてください。

工具ダウンキーを押し続けてもデプス・レギュレータ・ノーズが材料の表面に付かない場合

図中矢印の方向にマイクロメータ・ダイヤルを回し、デプス・レギュレー
タ・ノーズの先端を材料の表面に付けてください。
材料が薄く、ノーズ先端が材料の表面に届かないときは、材料とテーブル
の間に板をセットしてください。または、オプションのTスロットテーブル
用スペーサー (ZA-600/500シリーズ) を使用し、テーブルの高さを上げて
ください。

4 矢印キーで材料上にヘッドを移動させてください。

＊ヘッドを移動させるときは、スピンドルカバーを
閉めてください。

材料

材料
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Part 1　セットアップ

8 工具アップキーを押して、スピンドルを上げてくだ
さい。

＊ヘッドを移動させるときは、スピンドルカバーを
閉めてください。

9 マイクロメータ・ダイヤルを図の矢印の方向に回
し、彫刻する深さ (切り込み量) だけカッターを出
してください。
ノーズに刻印してある目盛りは、1目盛り0.0254
mmです。例えば、0.5 mmの深さに彫刻する場合
は、20目盛り分回します。

〈ヘッド下部〉

彫刻する深さ
(切り込み量)

10 アプリケーションソフト または操作パネルで、カッターダウン位置を設定します。マイクロメータダイヤルで設定
した切り込み量（実際の切り込み量）よりも2～3 mm程度深い切り込み量に設定してください 。
材料の一番高い場所と低い場所の高低差分、切り込み量を深く設定することによって、デプス・ノーズの先端が常
に材料表面に押し当てられ、一定の深さで彫刻することができます。

＊ナットによるスピンドルのストロークは 約 5 mmです。5 mmを超える高低差を吸収することはできません。

一番高い場所と
一番低い場所の
高低差

スピンドルの
ストローク

材料
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Part 1　セットアップ

＊デプス・レギュレータ・ノーズを使用しない場合＊

1 ナットを矢印の方向にまわし、きつく締めます。

2 矢印キーと工具ダウンキーを押して、ヘッドの先端
を材料の表面に近付けてください。

＊ヘッドを移動させるときは、スピンドルカバーを
閉めてください。

3 カッターホルダーの穴にカッターを挿入し、先端を
材料の表面に軽く当てます。付属の六角ドライバ
(小)でネジを締めます。

4 操作パネルでZ軸原点を設定してください。Z軸原
点はスピンドルアップ/ダウンの基準点です。
設定方法については、ユーザーズマニュアル 2 また
は ユーザーズマニュアル 3 を参照してください。

デプス・レギュレータ・ノーズを使用しない場合は、付属テーブル上に厚さ10 mm 程度のABSプラス
チック製テーブル用材料を固定し、面出しを行ってください。これをテーブル面として使用すること
により、深さの一定な彫刻ができます。

ナット

材料

材料
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Part 1　セットアップ

エンドミルのシャンク径に合ったコレットを取り付けます。コレットの穴にエンドミルを通したとき、エンドミルのシャン
クの太さが穴にぴったり合っていれば適した組み合わせです。
高回転スピンドルでエンドミルを使用するには、オプションのコレットセット (ZS-23) または コレット (ZS-23-6.35) が
必要です。

1 コレットにエンドミルを差し込みます。

＊新規イラスト＊

3 スピンドルプーリーとコレットを付属のスパナで締
めつけます (150～200 kgf·cm)。

2 スピンドルの下から 1 を差し込み、エンドミルが落
ちないようにコレットを回して固定します。

エンドミルを取り付ける

コレット

エンドミル

スパナ
(10 mm)

スパナ
(24 mm)

スピンドル
プーリー
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Part 1　セットアップ

高回転スピンドル用集塵アダプタ(ZAD-500S)の取り付け

高回転ピンドル (ZS-500SH) にオプションの集塵アダプタ (ZAD-500S) を取り付けると、お手持ちの掃除機で切りくずを
吸い取りながら加工することができます。主に、彫刻カッターでの加工に有効的です。

径が合わず、集塵ダクトが掃除機の吸い込み口に差し込めないときは、市販のテープなどでつなぎ合
わせてください。ZAD-500Sのダクト径は32 mmです。

掃除機は、吸引量の調整ができ、過負荷保護装置のついたものを使用してください。

集塵ホースの出ている側に、必ず30 cm以上のすき間を空け、集塵ホースが動くスペースを確保して
ください。集塵ホースがスムーズに動かないと、誤動作の原因となります。

お願い

ZAD-500S内容物

フック X 2
集塵アダプタ

1)キャップを取り、フック
を差し込む

2)集塵ホースを固定する

2)集塵ホースを固定する

1)キャップを取り、フックを
差し込む

ネジをしめる

集塵ダクト

集塵ホース

1
2

3

キャップ

キャップ

金属粉は、市販のブラシで取り除いて
ください。
掃除機で吸い取ると、
掃除機が発火する
ことがあります。
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Part 1　セットアップ

1-5　コマンド体系の選択

本機では、最初の手順として使用するコマンドを選択します。
RML-1 または NCコード のどちらを使用するかは、お使いのコンピュータやOS、アプリケーションソフトなどの環境に
よって異なります。

＊MS-DOSをお使いの場合＊

お使いのアプリケーションソフトのコマンドがRML-1の場合は、本機側でもRML-1を選択します。アプリケーションソ
フトのコマンドがNCコードの場合は、本機側でもNCコードを選択します。

＊Windows®をお使いの場合＊

データの出力に利用するウィンドウズドライバによってコマンドを選びます。
「MDX-650(RML-1)ドライバ」または「MDX-500(RML-1)ドライバ」のときは RML-1、「MDX-650(G)ドライバ」ま
たは「MDX-500(G)ドライバ」のときはNCコードに設定してください。

　

選択したコマンドによって、加工時の操作方法が異なります。RML-1 を選択した場合は、「ユーザーズマニュアル  2＿付
属ソフトウェアを使って加工する」を、NCコード を選択した場合は 「 ユーザーズマニュアル  3＿NCコード を使って加
工する」をご覧ください。

2 ダイヤルを回して使用するコマンドに矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

本機のコマンド選択方法

電源をONにした直後に、RML-1 または NCコード をディスプレイ操作にて選択します。下記の手順でコマンドを選択し
てください。
一度選択したコマンドは、電源を入れ直すまで変更できません。電源を入れたとき、ディスプレイには前回選択したコマン
ドが点滅しています。コマンドを変更しない場合は、[ENTER] キーを押してください。

1 電源をONにします。

　　　　　　ＭＤＸ－５００�
　　　Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ　Ｃｏｒｐ.

ＥＮＴＥＲキー　ヲ　　　＞ＲＭＬ－１�
　　　オシテクタ゛サイ　　ＮＣ－ＣＯＤＥ�

ディスプレイ表示
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Part 1　セットアップ

1-6　スピンドルの種類を選ぶ

取り付けたスピンドルのタイプを設定します。
高トルクスピンドルを取り付けた場合は「ハイトルク」、高回転スピンドルを取り付けた場合は「ハイスピード」を選びま
す。選択を誤ると、モータのパワーがあがらず正常に加工できなかったり、逆に許容量を越えたパワーがかかり加工の途中
でエラーが表示されたりします。

1 ディスプレイが座標表示のときは、[ENTER] キー
を押してメインメニューを表示させます。

2 ダイヤルを回して [ソノタ ノ セッテイ] に矢印を合
わせ、[ENTER] キーを押します。

3 ダイヤルを回して [スピンドル ユニット] に矢印を
合わせ、[ENTER] キーを押します。

4 ダイヤルを回して [ハイトルク] または [ハイスピー
ド] を選び、[ENTER] キーを押します。
選択されたモードにカッコが付きます。

＊メインメニューに戻るには、[EXIT] キーを数回押
してください。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

　＞１　ソクト゛　セッテイ�
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�

　＞１０　ソノタ　ノ　セッテイ�
　　１１　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛�
�

１０＞２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�
　　　３　フ゛サ゛ー�
�

１０－２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�
　　　　　　　　　　　＜ハイトルク＞�

または
[ハイスピード]
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Part 1　セットアップ

1-7　加工範囲について

高トルクスピンドル (ZS-650T) 使用時
高トルクスピンドル (ZS-650T) を取り付けた場合、実際に切削することのできる範囲 (高さ方向) は、次の事柄によって制
限を受け、上記の最大動作範囲よりも狭くなります。

・取り付けた工具の長さ
・切削材料を取り付けたTスロットテーブルの位置
・Tスロットテーブル用スペーサー (ZA-600/500シリーズ) を使用している場合には、スペーサーの高さ

MDX-650A/650の場合

最大動作範囲は、650 mm×450 mm×155 mmです。選択したコマンドがRML-1の場合、座標値 (step数：1/100 mm) で
換算すると、(x, y, z)＝ (65000, 45000, 15500) です。
取り付けたスピンドルの種類によって最大加工範囲 (高さ方向) が異なります。

Xレール下面

スペーサー
(ZA-508) 使用時
のTスロット
テーブル上面

Tスロット
テーブル上面

10
5 
m
m

80
 m
m

15
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)

22
 m
m
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Part 1　セットアップ

高回転スピンドル使用時
高回転スピンドルを取り付けた場合、実際に切削することのできる範囲 (高さ方向) は、次の事柄によって制限を受け、最
大動作範囲よりも狭くなります。

・取り付けた工具の長さ
・切削材料を取り付けたTスロットテーブルの位置
・Tスロットテーブル用スペーサー (ZA-600/500シリーズ) を使用している場合には、スペーサーの高さ
・デプス・レギュレータ・ノーズ を使用している場合には、ナットによるスピンドルのストローク (約5 mm)

Xレール下面

スペーサー
(ZA-613) 使用時
のTスロット
テーブル上面

Tスロット
テーブル上面

55
 m
m

13
0 
m
m

94
.6
 m
m

11
2 
m
m

12
 m
m

5.
4 
m
m

デプス・レギュレータ・ノーズを
使用する場合(ナットゆるめる)

デプス・レギュレータ・ノーズを
使用しない場合(ナットしめる)

15
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)

15
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)
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高トルクスピンドル (ZS-500T) 使用時
高トルクスピンドル (ZS-500T) を取り付けた場合、実際に切削することのできる範囲 (高さ方向) は、次の事柄によって制
限を受け、上記の最大動作範囲よりも狭くなります。

・取り付けた工具の長さ
・切削材料を取り付けたTスロットテーブルの位置
・Tスロットテーブル用スペーサー (ZA-600/500シリーズ) を使用している場合には、スペーサーの高さ

MDX-500の場合

最大動作範囲は、500 mm×330 mm×105 mmです。選択したコマンドがRML-1の場合、座標値 (step数：1/100 mm) で
換算すると、(x, y, z)＝ (50000, 33000, 10500) です。
取り付けたスピンドルの種類によって最大加工範囲 (高さ方向) が異なります。

Xレール下面

スペーサー
(ZA-508) 使用時
のTスロット
テーブル上面

Tスロット
テーブル上面

55
 m
m

80
 m
m

10
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)

22
 m
m
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高回転スピンドル使用時
高回転スピンドルを取り付けた場合、実際に切削することのできる範囲 (高さ方向) は、次の事柄によって制限を受け、最
大動作範囲よりも狭くなります。

・取り付けた工具の長さ
・切削材料を取り付けたTスロットテーブルの位置
・Tスロットテーブル用スペーサー (ZA-600/500シリーズ) を使用している場合には、スペーサーの高さ
・デプス・レギュレータ・ノーズ を使用している場合には、ナットによるスピンドルのストローク (約5 mm)

Xレール下面

スペーサー
(ZA-508) 使用時
のTスロット
テーブル上面

Tスロット
テーブル上面

55
 m
m

80
 m
m

44
.6
 m
m

62
 m
m

12
 m
m

5.
4 
m
m

デプス・レギュレータ・ノーズを
使用する場合(ナットゆるめる)

デプス・レギュレータ・ノーズを
使用しない場合(ナットしめる)

10
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)

10
5 
m
m

(Z
軸
可
動
範
囲
)
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Part 1　セットアップ

1-8　材料の取り付け

ここでは、本体に付属のTスロットクランプを使用した場合の、材料の取り付け方法について説明します。

工具が取り付けられた状態で材料を取り付ける場合は、工具でけがをしないように注意してくださ
い。

お願い

オプションで、Tスロットテーブル(本体付属)用スペーサー (ZA-600/500シリーズ)をご用意しており
ます。必要に応じてご購入ください。
本体への取り付け方法については、「Part 3　付録」をご覧ください。

1 材料をTスロットテーブルの上に置きます。

スピンドル・工具・材料は確実に固定
してください。
切削中に外れ、けがをすることがありま
す。

材料
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Part 1　セットアップ

2 図のように、Tスロットクランプのテーブル側クラ
ンプをテーブルの溝に通します。

4 Tスロットクランプのボルト(小)を、ワーク側クラ
ンプの傾きが固定部分と平行もしくは少し高くなる
まで回します。

5 本体に付属のスパナでナットを締めます。

ボルト(小)

テーブル側
クランプ

3 図のナットを回し、ワーク側クランプを固定部分の
高さにあわせます。

ナット ワーク側クランプ
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2-1　清掃

Part 22　　メンテナンス

切削粉は吸い込み型のクリーナーを使
用して除去してください。吹き飛ばす
エアガンを使用しないでください。
切削粉が飛び散り、健康の障害となること
があります。
また、機器に侵入し故障の原因となりま
す。

作業終了後は手を洗
い、切削くずを水で
洗い流してくださ
い。

清掃やメンテナンス時は、本体の電源
スイッチをOFFにし、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
けが、感電の原因となります。

作業終了後の清掃

作業終了後、周囲や本体に付着している切削くずを掃除機で清
掃してください。特にベローズカバーのひだの部分、本体側面
のコネクタや端子部分は、念入りに切削くずを取り除いてくだ
さい。
必要であれば、Tスロットテーブルを前後に移動させて、カ
バー全体を清掃してください。この場合、Tスロットテーブル
移動時にのみ電源を入れ、その後は電源を切り、電源プラグを
抜いてから清掃を続けてください。

本体の清掃

本体が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。

金属粉は、市販のブラシで取り除いて
ください。
掃除機で吸い取ると、
掃除機が発火する
ことがあります。
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ベースカバーを開けて清掃する場合

安全カバー (ZBX-650/500A) をお使いの場合、あらかじめ安全カバーの前部を取り外す必要があります。カバーの取り外
し方法については「ZBX-650/500A  安全カバー  ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

1 電源を入れてテーブルを一番奥へ移動させたら、電
源を切って電源プラグを抜きます。

2 ベースカバー前後にあるネジ (4箇所) を外します。

3 ベースカバーの前部を持ち上げながら、手前に引き
抜きます。

＊新規イラスト＊

4 Y軸付近に付着している切削くずを掃除機で清掃し
てください。

前

後

Part 2　メンテナンス
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ファンモータ部 スポンジの清掃 (MDX-500のみ)

フィルターカバーを外し、中のスポンジに付着したゴミを
清掃してください、

＊フィルターカバーは、凸面を上にして取り付けてくださ
い。逆に取り付けると取り外しできないことがありま
す。

ベローズカバー内部を清掃する場合

図のようにベローズカバーを引き出し、X軸やZ軸付近に付
着している切削くずを掃除機で清掃してください。

＊ヘッドを移動させる場合は、電源を入れ操作キーで移動
させてください。ヘッド移動後は、必ず電源を切って電
源プラグを抜いてから清掃してください。

ベローズカバー

Z軸付近

フィルターカバー

スポンジ

X軸付近

ベローズカバー

Part 2　メンテナンス
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2-2　スピンドルのチェック

スピンドル回転時間の確認

本機には、スピンドルの回転時間 (総時間) を表示する機能があります。

スピンドルモータのチェック

工具、材料を取り付けずに、スピンドルのみを回転させます。回転の速度にムラがあったり、著しい異音がした場合は、
サービスマンをお呼びください。

1 [EXIT] キーを数回押し、ディスプレイにメインメ
ニューを表示させます。

2 ダイヤルを回して [ソノタ ノ セッテイ] に矢印を合
わせ、[ENTER] キーを押します。

3 ダイヤルを回して [シュジク カイテン ジカン] に矢
印を合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞１０　ソノタ　ノ　セッテイ�
　　１１　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛�
�

１０＞ ５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　 ６　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
�

4 スピンドルの総回転時間を確認してください。 １０－ ５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　　　　　　　　　　１２５　シ゛カン�

以下にスピンドル部のおおよその寿命を示します。お早めの点検、交換をおすすめします。
　・スピンドルモータ: 8000時間
　・スピンドル: 高トルクスピンドル...5000時間 高回転スピンドル...1500時間
　・スピンドルベルト: 1500時間

Part 2　メンテナンス
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スピンドルベルトのテンション調整

この調整は、高トルクスピンドル (ZS-650T/ZS-500T) 用ベルトにのみ必要です。稼働時間 約1000時間ごとのチェック
をおすすめします。
はじめにスピンドルベルトのテンションをチェックします。その結果テンション値が基準値外のときは、テンション調整を
してください。
テンションチェックには専用の治具「TENSION GAUGE (ST-001)」と「TENSION ADJUSTER (ST-040)」が必要です。
治具は、サービスパーツとして別売しております。お近くの販売店もしくはサービスステーションまでお問い合わせくださ
い。

1 図のネジを外し、スピンドルモータカバーを取り外
します。
（市販のプラスドライバーが必要です。）

2 スピンドルモータを固定しているネジ(4箇所)を半
回転ゆるめます。
（市販の六角レンチ(対辺 4 mm)が必要です。ボー
ルビット形状 または 通常形状で長さ100 mm以上
のものをお使いください。）

このネジをゆるめる

次ページにつづく

MDX-650A/650の場合

MDX-500の場合

スピンドル
モータカバー

スピンドル
モータカバー

Part 2　メンテナンス
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6 手順2でゆるめたネジを締め、スピンドルモータを
固定します。

このネジを締める

5 テンション値が 250～600 gf (2.45～5.88 N) とな
るように、図のナットでスピンドルモータの位置を
動かします。
（市販のスパナ または 六角レンチ (対辺 5.5 mm)
が必要です。）

スピンドル
モータ

左側面

4 「TENSION GAUGE (ST-001)」で「TENSION
ADJUSTER (ST-040)」がモータプーリーに接触す
るまで押し、その値を読みます。

テンションの値が 250～600 gf (2.45～5.88 N) で
あれば正常範囲です。手順6 へ進んでください。
テンションの値が上記範囲外のときは、手順5 の調
整をしてください。

TENSION AD-
JUSTER (ST-040)

スピンドル
ベルト

上面図

スピンドルプーリー

モータプーリー

TENSION GAUGE
(ST-001)

3 図の位置に治具「TENSION ADJUSTER (ST-
040)」をセットします。

TENSION ADJUSTER
(ST-040)

Part 2　メンテナンス
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2-3　ボールネジのグリスアップ

切削粉は吸い込み型のクリーナーを使
用して除去してください。吹き飛ばす
エアガンを使用しないでください。
切削粉が飛び散り、健康の障害となること
があります。
また、機器に侵入し故障の原因となりま
す。

作業終了後は手を洗
い、切削くずを水で
洗い流してくださ
い。

清掃やメンテナンス時は、本体の電源
スイッチをOFFにし、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
けが、感電の原因となります。

金属粉は、市販のブラシで取り除いて
ください。
掃除機で吸い取ると、
掃除機が発火する
ことがあります。

機械を正常な状態でご使用いただくため、稼働時間 約1000時間ごとに、ボールネジのグリスアップをしてください。
グリスは、「SHELL アルバニアグリス No. 0 」をお買い求めください。

X軸・Z軸
図のようにベローズカバーを引き出し、ボールネジにグリ
スを直接塗布します。ヘッドを移動させながらネジ軸全体
に塗布してください。
最後にヘッドをX方向またはZ方向に全ストローク移動さ
せ、余分なグリスを拭き取ってください。

＊ヘッドを移動させるときは、電源を入れ操作キーで移動
させてください。このとき、引き出したベローズカバー
は戻してください。
　ヘッド移動後は、必ず電源を切って電源プラグを抜いて
から、グリスアップしてください。

ベローズカバー

ボールネジ (X)

ベローズカバー

Z軸

X軸

ボールネジ (Z)

Part 2　メンテナンス
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Y軸

1 「2-1  清掃＿ベースカバーを開けて清掃する場合」
を参照し、ベースカバーを取り外してください。

＊新規イラスト＊

2 ボールネジにグリスを直接塗布します。ヘッドを移
動させながらネジ軸全体に塗布してください。
最後にヘッドをY方向に全ストローク移動させ、余
分なグリスを拭き取ってください。

＊ヘッドを移動させるときは、電源を入れ操作キー
で移動させてください。
　ヘッド移動後は、必ず電源を切って電源プラグを
抜いてから、グリスアップしてください。

グリスアップと同時に、X, Y, Z軸付近に付着している切削くずの清掃をおすすめします (「2-1  清掃」
の「ベースカバーを開けて清掃する場合」、「ベローズカバー内部を清掃する場合」参照 ) 。

ボールネジ (Y)

ベースカバー

Part 2　メンテナンス
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2-4　サービスマンによるメンテナンス

本機は精密機械ですので、より長期間に渡り安心してお使いいただくため、サービスマンによる定期点検をおすすめしま
す。契約保守に加入していただいたお客様には、無料で定期点検を行います (別紙「メインテナンス・システムご案内」参
照)。
契約保守のお客様以外の定期点検は、保証期間内でも部品代、出張費用、技術費用等が有料になります。あらかじめご了承
いただきますよう、お願い申し上げます。

＊サービスマンが行う定期点検＊
・駆動部分（ボールネジ、リニアガイド）の確認、清掃、グリスアップ
・消耗部品（スピンドルベルト、スピンドルモータ、スピンドルユニット、スピンドルモータ冷却ファン用フィルター）
の確認
・動作、機能確認

＊契約保守に加入されましても、下記部品交換時の部品料金は有償とさせていただきます。
1.　スピンドルベルト
2.　スピンドルユニット
3.　スピンドルモータ
4.　X/Y/Z軸ボールネジ
5.　X/Y/Z軸リニアガイド
6.　X/Y/Z軸ベローズカバー
7.　スピンドルモータ冷却ファン用フィルター
8.　X/Y/Z軸ボールネジ支持サポートベアリング

Part 2　メンテナンス
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3-1　Tスロットテーブル用スペーサー ZA-600/500シリーズ (オプション) について

付属品の確認

取り付け方法

六角レンチ キャップスクリュー X 6 スペーサー X 2

1 電源を入れ、 [  ] キーを押してテーブルを一番手
前に移動させます。

2 電源を切り、電源プラグを抜きます。

Part 33　　付録
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4 スペーサーのピンをスライダーのピン穴に合わせ、
スペーサーを左右に置きます。

5 手順3 で取り外したTスロットテーブルを、スペー
サーのピン穴に合わせて置きます。

＊新規イラスト＊

6 スペーサーに付属のキャップスクリュー (6箇所) で
固定します。

3 スペーサーに付属の六角レンチで図のネジ(6箇所)
を外し、Tスロットテーブルを取り外します。

＊ここで外したネジは、スペーサーを使用しない場
合に必要です。捨てないでください。

スペーサー

スライダー

ピン

スペーサー

ピン

ピン

Tスロットテーブル

Part 3　付録

スペーサー
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3-2　主なオプション品

* はオプション品番です。工具の品番については、サプライ品カタログをご覧ください。

コレット 工具

高トルクスピンドル
  *ZS-650T
　　(MDX-650A/650用)
  *ZS-500T
　　(MDX-500用)

高回転スピンドル
  *ZS-500SH

φ6 mm
スピンドルに標準付属

φ10 mm（*ZC-5100）、φ8 mm
（*ZC-5080）、φ6.35 mm（*ZC-
5063）、φ6 mm（*ZC-5060）、φ5
mm（*ZC-5050）、φ4 mm（*ZC-
5040）、φ3.175 mm（*ZC-5032）、
φ3 mm（*ZC-5030）

φ6.35、4.36 mm
*ZC-500TE (コレット&ホルダーセット)
(ZS-500Tのみ)

φ4.36 mm
スピンドルに標準付属

φ6、5、4、3 mm
*ZC-23 (コレットセット)

φ6.35 mm
*ZC-23-6.35

φ6 mm
エンドミル

φ10、8、6.35、5、4、3.175、3
mm
エンドミル

φ6.35, 4.36 mm
彫刻カッター

φ4.36 mm
彫刻カッター

φ6、5、4、3 mm
エンドミル

φ6.35 mm
エンドミル

集塵アダプター

*ZAD-500T

*ZAD-500S

スピンドル

スピンドル部周辺

テーブルスペーサー　 *ZA-503 3 cm
*ZA-505 5 cm
*ZA-508 8 cm
*ZA-613 13 cm

センターバイス　 *ZV-500C

バキュームテーブル　 *ZV-500A

安全カバー　 *ZBX-650 MDX-650A/650用 (重量：68 kg)
*ZBX-500A MDX-500用 (重量：53 kg)

専用スタンド　 *ZSX-650 MDX-650A/650用 (重量：210 kg)
*ZSX-500 MDX-500用 (重量：160 kg)

その他

特に断りのない限り、MDX-650用オプションはMDX-650Aでも共通して使用できます。説明書等にMDX-650Aの記載がな
い場合は、MDX-650の説明に従ってください。

Part 3　付録
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MDX-650A/650

700 mm  x  480 mm

650 mm (X)  x  450 mm (Y)  x  155 mm (Z)

 ACサーボモータ

XYZ軸:　最大 85 mm/sec.

0.3G, 0.1G, 0.05G

[ RML-1 を選択した場合 ]  0.01 mm/step　　　　　

[ NCコード を選択した場合 ]  0.001 mm/step　　ただし、位置決め座標単位は 0.01 mm/step

0.001 mm/step

DCブラシレスモータ　最大  400 W  (高トルクスピンドルの場合)

[ 高トルクスピンドル ]  3000～12000 rpm　　　　　[ 高回転スピンドル ]  5000～20000 rpm

 (マニュアルまたはコマンドにて可変)

コレット/カッターホルダー方式　

±0.1 mm/300 mm  (無負荷条件とする)

±0.05 mm  (無負荷条件とする)

±0.08 mm

[ 0.3G ]  12 kg　　　　　[ 0.05G ]  20 kg

パラレル (セントロニクス社仕様準拠)

シリアル (�RS-232C規格)

2 Mbyte

 (リプロットバッファ:   [RML-1] 2Mbyte       [NCコード] 最大 2Mbyte (ユーザー設定) )

RML-1  mode1/mode2   または   MDX-650A/650対応 NCコード    (ディスプレイ操作にて選択)

COPY,  XY/A,  Z,  +Z (工具アップ),  -Z (工具ダウン),  PAUSE,  SPINDLE,  , , , ,  早送り,  JOG,

EXIT,  ENTER,  ダイヤル,  緊急停止スイッチ

AC100V ±10%　50/60Hz　8.0A

800VA

930 mm (幅) × 1085 mm (奥行) × 870 mm (高さ)

120 kg　

5～40ﾟC

35～80% (ただし結露しないこと)

Tスロットクランプ、六角ボルト (5×25mm)、スパナ (10 mm)、Z0センサー、電源コード、電源プラグアダプタ、六角レ

ンチ、キーコネクタ、高トルクスピンドル用ベルト、フェライトコア、CD-ROM、ユーザーズマニュアル、保証書、お客
様登録カード

XYテーブルサイズ

動作範囲

XYZモータ

動作速度

加速度

ソフトウェア分解能

機械的分解能

主軸モータ

主軸回転数

ツールチャック

位置決め精度＊

繰り返し精度

原点再現性(電源ON/OFF時)

テーブル積載可能重量

インターフェイス

バッファサイズ

コマンド

コントロールキー

電源

消費電力

外形寸法

重量

動作温度

動作湿度

付属品

3-3　仕様

Part 3　付録

MDX-650A/650本体

・MDX-650A：回転軸ユニット、ATCユニット対応モデル
・MDX-650：回転軸ユニット対応モデル

* 位置決め精度とは、JIS B 0182-1993の113（「工作機械－試験および検査用語」の「(1)基本事項」）で定義されている「各運動軸に
よる位置決めにおいて、設定した目標位置に対する実際に停止した位置の正確さ」を表します。
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MDX-500

550 mm  x  360 mm

500 mm (X)  x  330 mm (Y)  x  105 mm (Z)

 ACサーボモータ

XYZ軸:　最大 85 mm/sec.

0.3G, 0.1G, 0.05G

[ RML-1 を選択した場合 ]  0.01 mm/step　　　　　

[ NCコード を選択した場合 ]  0.001 mm/step　　ただし、位置決め座標単位は 0.01 mm/step

0.001 mm/step

DCブラシレスモータ　最大  400 W  (高トルクスピンドルの場合)

[ 高トルクスピンドル ]  3000～12000 rpm　　　　　[ 高回転スピンドル ]  5000～20000 rpm

 (マニュアルまたはコマンドにて可変)

コレット/カッターホルダー方式　

±0.1 mm/300 mm  (無負荷条件とする)

±0.05 mm  (無負荷条件とする)

±0.08 mm

[ 0.3G ]  12 kg　　　　　[ 0.05G ]  15 kg

パラレル (セントロニクス社仕様準拠)

シリアル (�RS-232C規格)

2 Mbyte

 (リプロットバッファ:   [RML-1] 2Mbyte       [NCコード] 最大 2Mbyte (ユーザー設定) )

RML-1  mode1/mode2   または   MDX-500対応 NCコード    (ディスプレイ操作にて選択)

COPY,  XY,  Z,  +Z (工具アップ),  -Z (工具ダウン),  PAUSE,  SPINDLE,  , , , ,  早送り,  JOG,

EXIT,  ENTER,  ダイヤル,  緊急停止スイッチ

AC100V ±10%　50/60Hz　8.0A

800VA

742 mm (幅) × 843 mm (奥行) × 713 mm (高さ)

92 kg　

5～40ﾟC

35～80% (ただし結露しないこと)

Tスロットクランプ、六角ボルト (5×25mm)、スパナ (10 mm)、Z0センサー、電源コード、電源プラグアダプタ、六角レ

ンチ、キーコネクタ、高トルクスピンドル用ベルト、CD-ROM、ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録カード

XYテーブルサイズ

動作範囲

XYZモータ

動作速度

加速度

ソフトウェア分解能

機械的分解能

主軸モータ

主軸回転数

ツールチャック

位置決め精度*

繰り返し精度

原点再現性(電源ON/OFF時)

テーブル積載可能重量

インターフェイス

バッファサイズ

コマンド

コントロールキー

電源

消費電力

外形寸法

重量

動作温度

動作湿度

付属品

MDX-500本体

Part 3　付録

* 位置決め精度とは、JIS B 0182-1993の113（「工作機械－試験および検査用語」の「(1)基本事項」）で定義されている「各運動軸に
よる位置決めにおいて、設定した目標位置に対する実際に停止した位置の正確さ」を表します。
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[パラレル]

規格 セントロニクス社に準拠

入力信号 STROBE (1BIT)、DATA (8BITS)

出力信号 BUSY (1BIT)、ACK (1BIT)

入出力信号レベル TTLレベル

転送方式 非同期方式

[シリアル]

規格 RS-232C規格

転送方式 非同期方式、全二重データ通信

転送速度 4800、9600、19200、38400  (ディスプレイ操作で切換)

パリティチェック 奇数、偶数、なし  (ディスプレイ操作で切換)

データビット 7 または 8ビット  (ディスプレイ操作で切換)

ストップビット 1 または 2ビット  (ディスプレイ操作で切換)

インターフェイス仕様

【パラレル端子】 【シリアル端子】

1

19

18

36

3.3K

+5 V

=*

1

14

13

25

NC

HIGH*

NC

GND

HIGH*

NC

GND

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

端子番号

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

信号名信号名

HIGH*

GND

GND

NC

NC

HIGH*

GND

BUSY

ACK

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

STROBE

ピンコネクション

NC

NC

NC

NC

NC

DTR

NC

NC

NC

NC

NC

NC

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

端子番号

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

信号名信号名

NC

NC

NC

NC

NC

NC

SG

DSR

CTS

RTS

RXD

TXD

FG

ピンコネクション

Part 3　付録
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EXT.1、EXT.3、EXT.4

拡張端子について

1ピン 2ピン端子

本回路は、スピンドルモータ回転中に動作します。

本外部出力端子に接続される機器への影響については、責任を負いかねます。

�

適合プラグ

上記サイズの3接点タイプのプラグのみ使
用してください。

上記の定格範囲内で使用してください。

端子に25V以上の電圧を加えないでください。

お願い

端子をアースにショートさせないでください。

端子 3 は使用しないでくだ
さい。
端子 1 、2 のみ使用してく
ださい。

お願い

EXT.2

EXT.1、EXT.3、EXT.4 は、弊社での拡張用に用意しています。内容は公開していません。
お客様でのご使用による機器への影響については、責任を負いかねます。

Part 3　付録
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MDX-650A/650 寸法図
* 単位: mm

Part 3　付録
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Part 3　付録



61

MDX-500 寸法図
* 単位: mm

Part 3　付録
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Part 3　付録
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-  MEMO  -
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-  MEMO  -





R6-050823

開封前に必ずお読みください

　弊社では、お客様に下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさせていただいており、本製品はお客様が本契約にご同
意いただいた場合のみ、提供させていただきます。
　本製品を開封された時点で、本契約にご同意いただいたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。
　本契約書は、必ず保管してくださいますようお願い申しあげます。

ソフトウェア使用許諾契約書

ローランド ディー.ジー.株式会社 (以下「弊社」と呼ぶ) は、本契約書とともにご提供する本製品に関し、本製品を購入されたお
客様 (以下「お客様」と呼びます) に対して、下記条項にもとづき非譲渡性の非独占的権利を許諾し、お客様も下記条項にご同意
いただくものとします。

①定義 「プログラム」とは、本契約書とともに提供されるパッケージに在中のコンピュータプログラムをいいま
す。「本製品」とは、弊社がお客様に提供したプログラムおよび関連資料ならびにプログラムの複製をあわ
せていいます。

②契約の成立 本契約は、お客様が本製品の包装を解いたとき成立します。

③所有権 本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、プログラム、取扱説明書、文書、及びその他のサポート
資料の一切の所有権・著作権は弊社に属するものとします。

④使用条件 プログラム及び複製したプログラムは同時に一人の使用者でかつ１台のコンピュータでのみ使用することが
できます。
お客様は、バックアップを目的としたプログラムの複製を作成することができます。プログラム及びプログ
ラムの複製は弊社の所有物になりますが、プログラムの複製が記録されている媒体は弊社の所有物にならな
いものとします。

⑤禁止事項 プログラムまたはプログラムの複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピュータで使用す
ることはできません。
プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
本契約の終了および解約に関わらずいかなる場合においても、本契約、本契約による使用権、本製品に関す
る譲渡、貸与、賃貸、第三者への再使用権許諾及び移転を行ってはいけません。

⑥契約の終了 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときまたは弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解
除しお客様のご使用を終了させることができます。
お客様がプログラムの使用を停止すると決めたとき、本契約は自動的に終了します。
本契約が終了または解約された場合、お客様は速やかにご自身のご負担で本製品を弊社に返却するか、破棄
するものとします。

⑦保証 本製品に同封の「お客様登録カード」の各項目に記入し、署名または捺印を行い弊社に返送したお客様は、
本製品に関する弊社の提供する各種サービスを受けることができます。
本製品の品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
弊社はいかなる場合にもプログラムを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。弊社 (及び弊
社の販売店) はお客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様の損害に対し
て、いかなる責任も負いません。
弊社は本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関する全ての資料は、その仕様について事前の通知無しに変更
されることがあるものとします。
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