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付属ソフトウェアを使って加工する

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。

MDX-650A
MDX-650
MDX-500





1

目次

はじめに ................................................................................... 3

コマンド体系をRML-1に設定する .................... 3

スピンドルの種類を選ぶ ..................................... 3

Part 1　ソフトウェアのインストール

1-1 使用できるソフトウェア ......................................... 5

1-2 ソフトウェアのインストール ................................. 6

必要なシステム構成.............................................. 6

インストール方法 .................................................. 6

アプリケーションの設定 ..................................... 8

1-3 ヘルプの見方 ........................................................... 11

1-4 活用ガイドのご案内............................................... 13

活用ガイドの収録場所....................................... 13

Acrobat Reader のインストール................... 13

Part 2　基本的な操作方法

2-1 液晶ディスプレイを使った各種設定の操作 ..... 14

2-2 接続条件の設定 ....................................................... 15

2-3 加工条件の設定 ....................................................... 16

加工条件の設定方法........................................... 17

加工条件の設定例 ............................................... 19

2-4 原点 (XY原点とZ0) の設定 .................................. 20

XY原点について ................................................. 20

XY原点の設定...................................................... 21

Z0の設定 .............................................................. 24

Z0センサー (付属品) を使ったZ0の設定 ..... 25

2-5 Z1・Z2 の設定 ....................................................... 27

2-6 加工データを送る ................................................... 28

加工を中止する ................................................... 29

加工途中でスピンドルモータの

　　　　　回転数と速度を変える .................. 30

2-7 終わり........................................................................ 31

Part 3　ソフトウェアガイド

3-1 ウィンドウズドライバ .......................................... 33

Windows 95/98/Me版の

　　　ウィンドウズドライバ .......................... 33

Windows NT 4.0/2000/XP版の

　　　ウィンドウズドライバ .......................... 36

3-2 アプリケーションソフトウェア .......................... 41

MODELA 3D DESIGN ...................................... 41

MODELA 3D TEXT ........................................... 45

MODELA Player Ver.3 ..................................... 46

Virtual MODELA ................................................ 47

Dr.Engrave ........................................................... 49

3D Engrave ......................................................... 53

3-3 MODELA Player Ver.3を使って加工する........ 58

1. 切削データを作る .......................................... 58

2. 工具と材料を取り付ける ............................. 62

3. Z軸の原点を設定する ................................... 62

4. 切削位置を決める .......................................... 63

5. 面だしをする .................................................. 65

6. 切削をする ...................................................... 66



2

Windows® 、Windows NT は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の商標です。
Pentium は、米国インテル社の登録商標です。
PC-98シリーズは、日本電気株式会社の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2001 ROLAND DG CORPORATION

Part 4　ユーザーズリファレンス

4-1 加工範囲について................................................... 68

MDX-650A/650の場合.................................... 68

MDX-500の場合................................................. 70

4-2 座標系について ....................................................... 72

4-3 各種の操作方法 ....................................................... 73

液晶ディスプレイの

　　　　　メッセージを英語にかえる ......... 73

再加工する ........................................................... 73

加工途中でスピンドルモータの

　　　　　回転数と速度を変える .................. 74

加工を中止する ................................................... 75

4-4 ディスプレイメニュー解説 .................................. 76

1  ソクド セッテイ ............................................ 76

2  シュジク カイテンスウ ................................ 77

3  テーブル／ツール イドウ............................ 77

4  ゲンテン イチノ ヘンコウ .......................... 78

5  ドウサ セッテイ ............................................ 78

6  シヨウ コマンド ノ ヘンコウ..................... 79

7  セツゾク ホウホウ ........................................ 79

8  シリアル ジョウケン .................................... 80

9  キョリホセイ.................................................. 81

10  ソノタ ノ セッテイ .................................... 81

11  セルフ モード.............................................. 83

12  ロータリーセイギョ

　　　（MDX-650A/650のみ） ................... 83

13  オート ツール チェンジャー

　　　（MDX650Aのみ）............................... 83

14  ザヒョウ ヒョウジ ..................................... 83

4-5 こんなときは ........................................................... 84

動作しない ........................................................... 84

スピンドルが回転しない .................................. 84

データが転送できない....................................... 84

電源が入らない ................................................... 84

ディスプレイに、

「シヨウデキナイ パラメータ ガ アリマス」

　　と表示され、動作が停止する .................. 85

加工途中で変更したスピンドルモータの

　　回転数や速度が有効にならない.............. 85

切削精度が思うように出ない .......................... 85

4-6 エラーメッセージ一覧 .......................................... 86

4-7 その他のメッセージ............................................... 88

4-8 RML-1 コマンド一覧表 ........................................ 90

4-9 デバイスコントロールコマンド .......................... 92

4-10 ディスプレイメニューフローチャート ............. 95

MDX-650A/650メニュー................................ 95

MDX-500メニュー............................................. 99

http://www.rolanddg.co.jp/



3

コマンド体系をRML-1に設定する

電源をONにした直後にコマンド体系を選びます。コマンド体系を選ぶと、電源を入れ直すまで変更できません。

本書では、付属ソフトウェアを使用して加工をする場合の操作方法について解説します。
付属ソフトウェアを使用して加工をするには、 本機の電源投入時に、コマンドの選択を RML-1 に設定する必要がありま
す。

はじめに

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

1 電源をONにします。
オープニングメッセージが表示され、コマンド体系
の選択画面に変わります。

2 ダイヤルを回して [RML-1] に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

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。

＊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�
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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] に矢印を合わせ、[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。

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]

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。

　＞１０　ソノタ　ノ　セッテイ�
　　１１　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛�
�
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Part 1　ソフトウェアのインストール

ソフトウェア名 概要

ウィンドウズドライバ ウィンドウズアプリケーションから本体へデータを送るときに必要です。必ずイン
ストールしてください。

MODELA アプリケーション MODELA Player Ver.3, MODELA 3D DESIGN, MODELA 3D TEXTは、別々にイン
ストールできません。

　MODELA Player Ver.3 立体物を削るために必要な条件を設定し、本体へ切削データを送ります。当社の3次
元ソフトウェアで作った立体物だけでなく、市販の3次元ソフトウェアで作った立体
物もDXFやSTLを介して読み込むことができます。

* MODELA Player Ver.3は、ATCユニットには未対応です。

　MODELA 3D DESIGN 円柱や球など元となる形をえらび、それを変形して立体物を作ります。
曲線のなめらかな立体物を直感的な操作で作ることができます。立体物を削った
り、3次元のDXFファイルに書きだしたりできます。

　MODELA 3D TEXT 文字に厚みをつけ、立体文字を作ります。
� 太字や斜体などの文字編集も可能。ボタン一つで文字の周りに枠をつけることがで

き、表札作りに便利です。
立体文字を削ったり、3次元のDXFファイルに書きだしたりできます。

Virtual MODELA　 切削作業の前に、工具の動きをシミュレーションします。
できあがりの形、切削の深さが適切かどうか、切削にかかる時間などが確認できま
す。切削材料と時間のロスを少なくできます。

Dr.Engrave プレートをデザインし、本体へ彫刻データを送ります。
� 同じデザインのプレートを数多く、効率よく作ることができます。文字の書体に

は、Windowsに登録されているTrueTypeフォントが使えます。TrueTypeフォント
から線文字 (ストロークフォント) を作ることもできます。

� 画像の輪郭を抽出して線分に変換できるので、会社や団体のロゴをプレートに含め
ることも可能です。

3D Engrave　 平面 (2次元) のグラフィックに厚みをつけ、レリーフ (浮き彫り) を作ります。
イラストなどの画像に厚みをつけることもできます。

1-1 使用できるソフトウェア

Roland Software Package CD-ROMには、多くのソフトウェアが収録されています。本機で使用できるソフトウェアは、
CD-ROMのインストールメニューで機種名を選ぶと表示されます。
付属のソフトウェアをお使いになるときは、「RML-1」コマンドに設定することをお奨めします。ドライバおよびアプリ
ケーションソフトウェアの機種選択は、「MDX-650 (RML-1)」または「MDX-500 (RML-1)」を選びます。
インストールメニューで表示されるソフトウェアの概要、用途は以下をご覧ください。

Part 11　ソフトウェアのインストール
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Part 1　ソフトウェアのインストール

必要なシステム構成

1 Windows を起動します。
Windows NT4.0/2000/XP の場合は、「管理
者」、「Administrators」または「Power Users」
グループのメンバーとしてログオンしてください。

インストール方法

2 Roland Software PackageのCD-ROMをCD-ROM
ドライブに挿入します。
自動でインストールのメニューが表示されます。

3 [ここをクリック] の ▼ をクリックして [MDX-650]
または [MDX-500] を選びます。[インストール] を
クリックします。

ソフトウェアの説明をみるには、  ボタン、マ
ニュアルをみるには  ボタンをクリックします。
( ボタンのついたソフトウェアには、PDFのマ
ニュアルが用意されています。PDFファイルをみる
には Acrobat Reader が必要です。)
インストールしないソフトウェアは、[インストー
ル] をクリックする前にチェックを外してくださ
い。

1-2 ソフトウェアのインストール

インストール操作では、次の機種名を選択してください。

・MDX-650A/650：〔MDX-650〕
・MDX-500：〔MDX-500〕

MDX-650Aをお使いの場合も、〔MDX-650〕を選択してください。

基本ソフトウェア

パソコン本体

ドライブ

ディスプレイ

メモリ

インストールに必要な

ハードディスク容量

インターフェイス

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP

Windowsが稼働するコンピュータ（Pentiumプロセッサ以上を推奨）

CD-ROMドライブ

256色以上表示可能なWindowsに対応しているもの

32MB以上を推奨

32MB
（Dr.Engrave、3D Engrave、MODELA Player Ver.3、Virtual MODELAを合わせた容量）

プリンタポートまたはCOMポート
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Part 1　ソフトウェアのインストール

4 ソフトウェアのセットアップ画面が表示されます。
メッセージに従ってインストールを進めます。

7 すべてのインストールが完了すると、右の画面が表
示されます。
[閉じる] をクリックしてください。

8 インストールのメニュー画面に戻ったら、  ボタ
ンをクリックします。

※一つのソフトウェアのインストールが終わると、
続けて次のインストールが始まります。
次のインストールが始まるまでのあいだ、処理の
途中経過を表示するダイアログボックスが表示さ
れます。

5 ドライバのインストール中に次の画面が表示された
ら、▼をクリックして、コンピュータを接続した
ケーブルのポートを選びます。

RS-232C (シリアル) ケーブルの場合
[COM1] または [COM2]
プリンタ ( パラレル) ケーブルの場合
[LPT1:] または [LPT2:]

6 ドライバの設定が表示されます。本体側で通信条件
を設定するときは、ここで表示された内容にあわせ
ます。
[閉じる] をクリックしてドライバのインストールを
終了します。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

アプリケーションの設定

アプリケーションのインストールが終わったら、続けて次の設定をします。お使いになる前に必ず設定してください。

MODELA Player Ver.3

1 [スタート] ボタンをクリックします。
[MODELA App Group] をポイントし [mdx3p] を
クリックします。

2 [オプション] メニューの [機種選択] をクリックし
ます。
[機種選択] ダイアログボックスが開きます。

3 [MDX-650 (RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)]
をクリックし、[OK] をクリックします。

4 [ファイル] メニューの [プリンタの設定] をクリッ
クします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

9 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

1 [スタート] ボタンをクリックします。
[Roland Dr. Engrave] をポイントし、[Dr.
Engrave] を クリックします。

5 [名前] の下向き矢印をクリックし、[MDX-650
(RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)] をクリック
します。
その後、[OK] をクリックします。

Dr. Engrave

2 [ファイル] メニューの [プリンタの設定] をクリッ
クします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

3 [名前] の下向き矢印をクリックし、[MDX-650
(RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)] をクリック
します。
その後、[OK] をクリックします。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

3D Engrave

2 [切削] メニューの [機種選択] をクリックします。
[機種選択] ダイアログボックスが開きます。

1 [スタート] ボタンをクリックします。
[Roland 3D Engrave] をポイントし [3D Engrave]
をクリックします。

3 [MDX-650 (RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)]
をクリックし、[OK] をクリックします。

4 [ファイル] メニューの [出力機器の設定] をクリッ
クします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

5 [名前] の下向き矢印をクリックし、[MDX-650
(RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)] をクリック
します。
その後、[OK] をクリックします。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

1-3 ヘルプの見方

1 [ヘルプ] メニューの [目次] をクリックします。

ソフトウェアやドライバの操作に困ったときは、ヘルプを参照してください。ヘルプには、ソフトウェアの操作方法、コマ
ンドの解説、使いこなすためのヒントなどが書かれています。

ヒント

・マウスポインタを緑の下線がついている文字に重ねると、指のアイコン (  ) に変わります。

・マウスポインタを解説が組み込まれている場所に重ねると、指のアイコン (  ) に変わります。

2 緑の下線 (実線または波線) が付いている文字をク
リックすると、解説が表示されます。

3 画像に解説が組み込まれている場所をクリックする
と、解説が表示されます。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

画面に [?] ボタンが表示されているときは...

ウィンドウ右上の [?] ボタンをクリックすると、マウスポインタが

 に変わります。知りたい項目に  を合わせてクリックすると、

その項目に関する説明が表示されます。

画面に [ヘルプ] ボタンが表示されているときは...

[ヘルプ] ボタンをクリックすると、そのウィンドウまたはソフトウェ
アに関するヘルプを見ることができます。
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Part 1　ソフトウェアのインストール

1-4 活用ガイドのご案内

付属のRoland Software PackageのCD-ROMには、以下のPDFファイルが収録されています。

・切削のヒント

両面切削や、ワークの固定方法についてのテクニックが掲載されています。

活用ガイドの収録場所

活用ガイドは以下の場所に収録されています。
CD-ROM内で以下のファイルを直接開くか、ハードディスクにファイルをコピーしてお読みください。

・切削のヒント

[Document] - [Cuttips] - [Cuttip_j.pdf]

Acrobat Reader のインストール

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Readerが必要です。
お手持ちのコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていないときは、インストールしてください。
Acrobat Reader は付属のCD-ROMに含まれています。収録場所は次のとおりです。

[Acrobat] - [Japanese] - [ar405jpn.exe]
(Windows 95以降で動作します。)
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Part 2　基本的な操作方法

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

＊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�

　＞８　シリアル　シ゛ョウケン�
　　９　キョリホセイ�

　８＞１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　２　テ゛ータ　ヒ゛ット�

　８＞３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　４　ホ゛ーレート�

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　ク゛ウスウ�

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　＜ク゛ウスウ＞�

このとき [ENTER] キーを�
押すと、メニューが表示�
されます。�

[ENTER] キーを�
押します。�

[ENTER] キーを�
押します。�

ダイヤルを回して�
設定を変えます。�

ダイヤルを回して、�
設定したい項目に�
矢印 (　) を合わせます。�

ダイヤルを回して、�
設定したい項目に�
矢印 (　) を合わせます。�

[ENTER] キーを�
押します。�

カッコ (< >) が表示されます。�

[EXIT] キーを押すと、�
前に表示されていた�
画面に戻ります。�

座標値が表示されているときにダイヤルを回すと、工具を�
動かしたり、スピンドルの回転数を変えたりすることができ�
ます。�
工具を動かすには、[JOG] キーで軸 ( [X]、[Y]、[Z] のうち�
いずれか) を選び、ダイヤルを回します。スピンドル回転数�
を変えるには、[??00 RPM] を選び、 ダイヤルを回します。�
このとき、選ばれた項目に [＊] が付きます。�

カッコ (< >) で囲まれた数値 �
(選択肢) は、現在の設定を�
表します。�

[EXIT] キーを押すと、�
前に表示されていた�
画面に戻ります。�

メインメニュー�

2-1 液晶ディスプレイを使った各種設定の操作

Part 22　基本的な操作方法
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2-2 接続条件の設定

パラレルケーブルで接続した場合をパラレル接続、シリアルケーブルで接続した場合をシリアル接続といいます。どちらの
ケーブルで接続したか、コンピュータと本機の両方で設定してください。コンピュータ側の設定は、コンピュータまたはソ
フトウェアの取扱説明書を参照してください。

2 ダイヤルを回して [セツゾク ホウホウ] に矢印を合
わせ、[ENTER] キーを押します。

3 ダイヤルを回して [ジドウ ハンテイ] を選び、
[ENTER] キーを押します。

　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

4 [EXIT] キーを1回押して、右の画面に戻ります。

5 ダイヤルを回して [シリアル ジョウケン] に矢印を
合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　８　シリアル　シ゛ョウケン�

　＞７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　８　シリアル　シ゛ョウケン�

　＞８　シリアル　シ゛ョウケン�
　　９　キョリホセイ�

6 ダイヤルを回して目的の項目に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

シリアル

接続のみ
　８＞１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　２　テ゛ータ　ヒ゛ット�

7 ダイヤルを回して数値 (または選択肢) を選び、
[ENTER] キーを押して確定します。

　８－１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１＞�

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。
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2-3 加工条件の設定

実際に加工を始める前に、材料の材質や使用する工具に合わせて、スピンドルモータの回転数や各軸の送り速度などの条件
を決めてください。加工の条件を決めるには、いくつかの決定要素があります。

材料の材質 使用する工具の種類 使用する工具の径　 加工の方法 　加工する形状　

これらの要素を考慮して、加工の条件を決めます。設定する項目は、次の3項目です。

1) スピンドルモータの回転数（工具の回転数）
2) 送り速度（工具の移動速度）
3) 切り込み量（一度に加工する深さ）

※加工条件は、ソフトウェアと本機の両方で設定できますが、多くの場合ソフトウェア側の設定が優先されます。

本書では、これら3つをまとめて「加工条件」と呼びます。加工条件の3つの項目には、次の特徴/注意する点があります。

項目 特徴/注意する点

スピンドルモータの回転数 回転数を上げると切削速度が速くなりますが、上げすぎると摩擦熱によって材料が
とけたり、焼けたりすることがあります。逆に回転数を下げると、切削に時間がか
かります。一般的に全体の切削時間は刃先のスピードで決まってくるため、工具経
が細くなるほど高い回転数が要求されます。
(※工具を回転させずに彫刻を行う場合は、[シュジク ノ セイギョ] を [カイテン シ
ナイ] に設定してください。)

回転数
[スピンドル ユニット] に [ハイ スピード] を選んでいるとき: 5000～20000 rpm
[スピンドル ユニット] に [ハイ トルク] を選んでいるとき : 3000～12000 rpm

送り速度 加工時の送り速度を速くすると加工が荒くなって、いわゆる「かえり」が加工面に残
りやすくなります。速度を遅くすると加工に時間がかかります。また、速度が遅いほ
ど仕上がりがよくなるわけではありません。

切り込み量 切り込み量を深くすると加工時間が短くなりますが、加工材料の材質により切り込
み量には限界があります。1回で加工できない深さのときは、何回かに分けて加工
し、切り込み量の限界を超えないように注意してください。
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2 ダイヤルを回して [ソクド セッテイ] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

加工条件の設定方法

加工条件を本機のディスプレイで設定する方法について説明します。
※お使いのソフトウェアでこれらの条件を設定できる場合は、ソフトウェアで設定する方が速くかつ効率的です。またプロ
グラムを自作される場合も同様です。

速度

　＞１　ソクト゛　セッテイ�
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�

3 ダイヤルを回して目的の項目に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

※加工時の送り速度は [XYジク セッサクソクド]・
[Zジク キリコミソクド]、工具アップ時の移動速
度は [XYジク イドウソクド]・[Zジク アップソク
ド] で設定します。

　１＞１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�

4 ダイヤルを回して数値を変え、[ENTER] キーを押
します。

　１－１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。
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スピンドルモータの回転数

ディスプレイメニューで設定する場合

2 ダイヤルを回して [シュジク カイテンスウ] に矢印
を合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞２　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ�

3 ダイヤルを回して数値を変え、[ENTER] キーを押
します。

　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞�

RPM : Revolutions Per Minute (1分間当たりの回転数)

1 [EXIT] キーを押して、座標表示画面にします。

座標値が表示されているときに設定する場合

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

2 [JOG] キーを押して、[＊] を [??00 RPM] に合わ
せます。

　Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　＊　５０００　ＲＰＭ�

3 ダイヤルで回転数を設定します。 　Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　＊　５０００　ＲＰＭ�

RPM : Revolutions Per Minute
(1分間当たりの回転数)

切り込み量
切り込み量の設定は、Z1を設定することにより行います。Z1の設定は、「2-5　Z1, Z2の設定」を参照してください。

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。

※設定した回転数は電源をオフにしても記憶され、再設定
するまで有効です。

※設定した回転数は電源をオフにすると消去され、[シュジ
ク カイテンスウ] の設定値に戻ります。
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材料 切削工具 スピンドル 切り込み量 XY軸方向送り Z軸方向送り

(サプライ品) 回転数 [RPM] [mm] 速度 [mm/秒] 速度[mm/秒]

モデリングワックス ZUS-600 8000 2 18 18
(サプライ品) ZEC-H4032 10000 0.5 30 10

ZHS-H4400 10000 0.8 30 5
ケミカルウッド ZUS-600 8000 2 20 20
(科学樹脂木材) ZEC-H4032 10000 0.4 30 10

ZHS-H4400 10000 0.5 30 5
アクリル ZUS-600 8000 0.37 16 16

ZEC-H4032 10000 0.2 15 5
ZHS-H4400 10000 0.2 15 5

ABSプラスチック ZUS-600 8000 0.37 24 24
アルミニウム ZUS-600 8000 0.2 14 3

ZEC-U4032 12000 0.05 5 1
ZDC-D4000 回転させない 0.1 10 1
ZDC-D2000 回転させない 0.1 10 1

真鍮 ZUS-600 8000 0.2 14 3
ZEC-U4032 12000 0.05 5 1
ZDC-D4000 回転させない 0.1 10 1
ZDC-D2000 回転させない 0.1 10 1

サンモジュール ZUS-600 12000 3 40 30
(サプライ品) ZUS-300 12000 2 40 30

加工条件の設定例

下表は、材料の材質における適切な加工条件の例です。ソフトウェアで条件を入力する場合やプログラムを自作される場合
は、下表を参考にして設定してください。ただし、工具の切れ味や材料のかたさ (硬度) などによって条件が大きく変化し
ますので、この条件にすればどんな場合でも美しく加工できるとは限りません。数値を微調整しながら加工をしてくださ
い。
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Y

X

Y

X

2-4 原点 (XY原点とZ0) の設定

XY原点 (XY軸の原点) とZ0 (Z軸の原点) を設定します。

XY原点について

目的や用途に合わせて3つから選ぶことができます。
大きく分けて任意の点に設定する場合(ユーザー)と、機械的な定点に設定する場合(キカイゲンテンまたはチュウオウ)があ
ります。後者は、さらに左手前か中央かを選ぶことができます。
ここでは、選択肢の内容について説明します。選択方法については次項の「XY原点を選ぶ」を参照してください。

ユーザー
任意の場所に原点を設定します。
材料のセット位置に合わせて原点を設定するときに選びま
す。通常は、材料の左手前の隅に設定します。

キカイ ゲンテン
機械的な定点で、最大動作範囲の左手前隅です。

チュウオウ
機械的な定点で、最大動作範囲の中心点です。
ただし、センターバイスを利用したときのために、中心点
をオフセットすることができます。詳しくは、「中心点を
オフセットする」を参照してください。

Y
X

テーブル

最大動作範囲

材料

XY原点 ([ユーザー])

テーブル

最大動作範囲

XY原点
([キカイ ゲンテン])

テーブル

最大動作範囲

XY原点
([チュウオウ])
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＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。

XY原点の設定

XY原点を選ぶ

2 ダイヤルを回して [ゲンテン イチノ ヘンコウ] に矢
印を合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　５　ト゛ウサ　セッテイ�

3 ダイヤルを回して選択肢を選び、[ENTER] キーを
押します。
[ユーザー] を選んだときは、続けて「任意の位置に
原点を設定する」をご覧ください。
[チュウオウ] を選んで中心点をセンターバイスの中
央に合わせてオフセットするときは、「中心位置を
オフセットする」をご覧ください。

　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　　　　　　＜ユーサ゛ー＞�

任意の位置に原点を設定する
[ゲンテン イチノ ヘンコウ] で [ユーザー] を選んでいるとき、取り付けた材料の任意の位置に原点を設定します。
原点は次のように設定します。ここでは、材料の左手前隅をXY原点に設定する場合を想定します。

1 [EXIT] キーを押して、座標表示画面にします。

2 矢印キーと工具アップ/ダウンキーを押して、工具
の先端を加工材料の左手前近くまで移動します。

3 [JOG] キーを押して、画面の [*] を [X] または [Y]
に合わせます。



22

Part 2　基本的な操作方法

4 ダイアルを回して工具を少しずつ移動します。

5 手順3と4を繰り返し、加工材料の左手前隅に工具の
中心を合わせます。

6 [XY/A] キー (MDX-500の場合は[XY] キー) を押す
と、右の画面が表示されます。

ユーサ゛ー　ケ゛ンテンヲ　セットシマス�
ＥＮＴＥＲキー　ヲ　オシテクタ゛サイ�

7 [ENTER] キーを押します。
画面が1回点滅し、座標表示に戻ります。
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5 矢印キーと工具アップ/ダウンキーで、工具をセン
ターバイスの上面近くまで移動します。

※ここで、工具の先端がセンターバイスのちょうど
中心にあるときは、以下の設定を行う必要はあり
ません。加工範囲の中央とセンターバイスの中央
の位置は一致しています。

6 ダイヤルを使い、センターバイスの中心に工具の先
端を合わせます。

7 [XY/A] キー (MDX-500の場合は[XY] キー) を押す
と、右の画面が表示されます。

8 [ENTER] キーを押します。
画面が1回点滅し、座標表示画面に戻ります。

※微調整された中央位置は、電源をオフにしても記憶され
ています。

チュウオウ　イチ　ヲ　セットシマス�
ＥＮＴＥＲキー　ヲ　オシテクタ゛サイ�

中央位置をオフセットする
[ゲンテン イチノ ヘンコウ] で [チュウオウ] を選んでいるとき、センターバイスに取り付けた材料の中央に原点を設定しま
す。

1 ダイヤルを回して [テーブル/ツール イドウ] に矢印
を合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ�
　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�

2 ダイヤルを回して [センター イチヘ イドウ] に矢印
を合わせ、[ENTER] キーを押します。
工具が加工範囲の中央へ移動します。

　３　＞８　センター　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　９　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ�

3 材料が付いていない状態で、センターバイスをいっ
ぱいまで締めます。

4 [EXIT] キーを押して、座標表示画面にします。 ＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�
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1 [EXIT] キーを押して、座標表示画面にします。

Z0の設定

Z0は、Z方向の原点です。通常は、固定した材料の表面に設定します。(ここでは、材料の表面にZ0を設定する方法につい
て説明します。)

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

2 矢印キーと工具アップ/ダウンキーで、工具を加工
材料の表面近くまで移動します。

3 ダイヤルを使い、加工材料の表面に工具の先端を合
わせます。

4 [Z] キーを押します。

5 ダイヤルを回して [ヒョウメン タカサヲ セットシ
マス] に矢印を合わせ、[ENTER] キーを押します。
画面が1回点滅し、座標表示画面に戻ります。

＞１　ヒョウメン　タカサヲ　セットシマス�
　２　セッサク　フカサヲ　セットシマス�

Z0をより正確に設定する方法に次の方法があります。(この方法は、油性ペンで印を付ける場所が後で
削られて無くなってしまう場合に向いています。)
インクが削れた位置をZ0に設定します。

加工材料�

まず、材料の表面に市販の油性
ペンなどで印を付けます。 [SPINDLE] キーを押して工具を回転さ

せてください。
印を付けた位置に工具を合わせて、イ
ンクが削れるまで工具を降ろします。
材料に付けたインクに厚みがあります
ので、インクのみが削られます。

※設定値は、電源をオフにしても記憶されています。
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1 Z0センサーを取り付けます。

Z0センサー (付属品) を使ったZ0の設定

付属のZ0センサーを使って、加工材料の表面にZ0点を設定
します。Z0点とする場所にZ0センサーを置き、Z0点を設
定します。

2 Z0センサーを加工材料の上に置きます。

3 矢印キーと工具アップ/ダウンキーで、工具の先端
をZ0センサーの上面2～3 mmの位置まで移動させ
ます。

4 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。

5 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。

＞１０　ソノタ　ノ　セッテイ�
　１１　セルフ　モート゛�

Z0センサー
Z0

Z0センサーをEXT2端子に接続しないで
ください。センサーが故障することがあ
ります。

お願い Z0センサー接続端子
Z0センサー
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6 ダイヤルを回して [センサー モード] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

１０＞１　センサー　モート゛�
　　　２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�

１０－１　センサー　モート゛�
　センサーカ゛セツソ゛クサレテイマセン�

１０＞１　センサー　モート゛�
　　　２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�

Z0センサーが取り付けられていないと右の画面が
数秒間表示された後、前の画面に戻ります。

１０＞１ センサー モート゛      ��
　カーソル イト゛ウ シテクタ゛サイ�

Z0センサーを取り付けて、[センサー モード] に矢
印が付いていることを確認し、[ENTER] キーを押
します。

7 工具アップ/ダウンキーとダイヤルで、工具の先端
をZ0センサーに当てます。

工具ダウンキーを押す、またはダイヤルを回すと、
右の画面が表示されます。

工具がZ0センサーに触れると止まり、右の画面が
表示されます。

工具が上がって、前の画面に戻ります。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　１５００　　　［センサー］�

１０－１　センサー　モート゛�
　　　　　　Ｚケ゛ンテンヲ　セットシマス�

材料上から取り除いたZ0センサーは、動作範囲外に置いてください。XYテーブル動作時にケーブル
が引っかかり、センサーを破損することがあります。

8 Z0センサーを取り除きます。

※設定値は、電源をオフにしても記憶されています。
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2-5 Z1・Z2 の設定

1 [EXIT] キーを押して、座標表示画面にします。

工具のアップ位置（Z2点）とダウン位置（Z1点）は、通常
ソフトウェアで設定します。お使いのソフトウェアで設定
できない場合は、本機の操作パネルで設定してください。

材料�
Z0

Z2

工具アップ位置�
[ﾆｹﾞ ﾉ ﾀｶｻ]

工具ダウン位置�
[ｾｯｻｸ ﾌｶｻ]

工具�

Z1

Z0方向の原点�
[ﾋｮｳﾒﾝ ﾀｶｻ]

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

2 矢印キーと工具アップ/ダウンキーで、工具をZ1
(またはZ2) とする点の近くまで移動します。
Z1を設定するときは、取り付けた材料から外れた
位置に移動してください。

3 ダイヤルで少しずつ工具を移動し、Z1点 (または
Z2点) とする高さに移動します。

4 [Z] キーを押します。

5 ダイヤルを回し、Z1の場合は [セッサク フカサヲ
セットシマス]、Z2の場合は [ニケ゛ ノ タカサヲ
セットシマス] に矢印を合わせ、[ENTER] キーを押
します。
表示が1回点滅した後、座標表示画面に戻ります。

Z1の場合

Z2の場合

＞２　セッサク　フカサヲ　セットシマス�
　３　ニケ゛　ノ　タカサヲ　セットシマス�

＞３　ニケ゛　ノ　タカサヲ　セットシマス�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

※設定値は、電源をオフにしても記憶されています。
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2-6 加工データを送る

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。

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
ちに電源スイッチをOFFにしてください。

加工くずが飛び散らないよう、市販の掃除機を使って加工くずを吸い取りながら加工することをおす
すめします。掃除機の取り付けについては、「ユーザーズマニュアル 1_セットアップとメンテナン
ス」を参照してください。

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。

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。

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。

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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アプリケーションソフトウェアで作成した3次元データ (DXF形式、STL形式) を使って加工する場合は、付属ソフトウェア
MODELA Player Ver.3から出力します。本書では、MODELA Player Ver.3を使った加工例を紹介しています。「Part 3　
ソフトウェアガイド　3-2　MODELA Player Ver.3を使って加工する」を参照してください。
付属ソフトウェア Dr.Engraveや市販のドロー系ソフトウェアから出力する場合は、付属の2.5D DRIVERをお使いくださ
い。2.5D DRIVERについては、付属のCD-ROM内の2.5D DRIVER ヘルプおよび「Part 3　ソフトウェアガイド　3-1 ウィ
ンドウズドライバ」を参照してください。
付属ソフトウェアの操作方法は、「Part 3　ソフトウェアガイド」およびそれぞれのソフトウェアのヘルプをご覧くださ
い。

加工が始まると、右の画面が表示されます。

●ダイヤルを回すと、スピンドル回転数を変えることができます。ただし、変更されたスピンドル回転数は、加工中のみ有
効です。

●加工中に [EXIT] キーを押すと、キーを押し続けている間のみ座標表示画面になります。(加工中に座標を表示させると、
動作時間が長くなることがあります。)

フカ　ショウ［＞＞＞＞＞＞＞］タ゛イ�
　　　　　２００００ＲＰＭ�

加工を中止する

「加工する形状を変更して、最初から加工をやり直したい」または「目的の加工と違うデータだった」というときは、次の
操作で加工を中止します。

1 動作中に [PAUSE] キーを押します。
ツールやテーブルの動きが止まります。ただし、緊
急停止ではありませんので、2～3秒動いてから停止
することがあります。
右の画面が表示されます。

3 ダイアルを回して [チュウシスル] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞チュウシ　スル�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�

2 コンピュータからのデータ送信を中止します。
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加工途中でスピンドルモータの回転数と速度を変える

ソフトウェアで指定した速度や回転数を、加工途中で変更することができます。
加工動作中に本機を一時停止させ、速度と回転数を変更します。この方法で変更したのち、コンピュータから速度と回転数
の変更コマンドが送られてくると、コマンドの指定値に変更されます。以下の方法は、ソフトウェアなどで設定した条件を
途中で微調整するときに使用するとよいでしょう。
スピンドルモータの回転数と速度については、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

1 動作中に [PAUSE] キーを押します。
ツールやテーブルの動きが止まります。ただし、緊
急停止ではありませんので、2～3秒動いてから停止
することがあります。
右の画面が表示されます。

2 ダイアルを回して目的の項目に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�

3 ダイアルを回して数値をかえ、[ENTER] キーを押
します。
他の項目を変えるときは [EXIT] キーを押し、手順2
と3を繰り返します。

4 [EXIT] キーを押し、右の画面に戻します。

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

5 ダイアルを回して[ケイゾクスル]に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。
一時停止が解除され、加工を再開します。



31

Part 2　基本的な操作方法

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。

2-7 終わり

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。

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。

切削が終わったら、「工具の取り外し」「材料の取り外し」「切りくずの掃除」をします。

2 ダイヤルを回して [テーブル/ツール イドウ] に矢印
を合わせ、[ENTER] キーを押します。

　＞３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ�
　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�

3 ダイアルを回して [ヒダリ テマエヘ イドウ] に矢印
を合わせ、[ENTER] キーを押します。

4 工具 (刃物) を取り外します。

　３　＞９　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ�
　　　１０　メインメニュー　ニ　モト゛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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5 ダイアルを回して [ビュー イチヘ イドウ] に矢印を
合わせ、[ENTER] キーを押します。

　３　＞３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　４　セッサクフカサ　ヘ　イト゛ウ�

6 材料を取り外します。

7 市販の掃除機を使って、切削くずを取り除いてくだ
さい。
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Part 3　ソフトウェアガイド

3-1 ウィンドウズドライバ

Part 33　ソフトウェアガイド

Windows 95/98/Me版のウィンドウズドライバ

ウィンドウズアプリケーションから本体へデータを送ります。
Dr.Engraveや市販のドロー系ソフトウェアからデータを送るときは、ツールの動作速度／深さ／ピッチ量などの彫刻条件
をドライバで設定します。
MODELA Player Ver.3や3D Engraveからデータを送るときは、ドライバの出力ポートへデータを送ります。このとき、
ポート以外のドライバの設定は無視され、加工に影響しません。

ドライバの設定画面を開く
ドライバを設定するには、プロパティを設定します。プロパティを開くには、次の2通りの方法があります。

〈その1〉

プロパティで変えた値を保存するには、この方法で設定します。

付属ソフトウェアのおおまかな操作方法について説明します。
詳しい解説については、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

1 [スタート] ボタンをクリックします。[設定] をポイ
ントし、[プリンタ] をクリックします。
[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 MDX-650またはMDX-500のアイコンを右クリック
し、プロパティをクリックします。
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〈その2〉

アプリケーションソフトウェアからドライバのプロパティを開いたとき、そこで設定された値は一時的なもので保存されま
せん。ドライバのプロパティの設定を保存するには、＜その1＞の方法で設定してください。

2 [ファイル] メニューから、[プリンタの設定] をク
リックします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

3 プリンタを [MDX-650 (RML-1)] または [MDX-
500 (RML-1)] に設定し、[プロパティ] をクリック
します。

加工範囲を入力する
取り付けた材料の大きさを入力します。

1 [サイズ] タブをクリックします。

2 [幅] と [長さ] に数値を入力します。

1 アプリケーションを起動し、ファイルを開きます。
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4 [Zダウン位置] に切り込みの深さを入力します。
[Z切削ピッチ] で設定した深さずつ [Zダウン位置]
の深さまで切削します。

1 [ツール] タブをクリックします。

彫刻条件を設定する
データを色分けし、該当するデータの色別に彫刻するときの条件を設定します。

2 設定する色のタブをクリックします。
色の横に表示されている数字は、現在設定されてい
るツール番号です。

3 [ツール] の下矢印をクリックし、ツール番号をク
リックします。
その色の線を彫刻しないときは、[なし] をクリック
します。
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5 [塗りつぶしピッチ] にツール先端の直径を入力しま
す。
美しく仕上げたいときは、直径よりも狭くします。

Windows NT 4.0/2000/XP版のウィンドウズドライバ

ウィンドウズアプリケーションから本機へデータを送ります。
Dr.Engraveや市販のドロー系ソフトウェアからデータを送るときは、ツールの動作速度／深さ／ピッチ量などの彫刻条件
をドライバで設定します。
MODELA Player Ver.3や3D Engraveからデータを送るときは、ドライバの出力ポートへデータを送ります。このときポー
ト以外のドライバの設定は無視され、切削に影響しません。
�
プリンタドライバの設定には、「管理者」または、「Administrators」グループのメンバーとしてWindowsへログオンして
ください。
以下の手順では、Windows 2000の画面を使って説明します。

ドライバの設定画面を開く
ドライバを設定するには、ドキュメントのプロパティを開きます。プロパティを開くには、次の2通りの方法があります。

Z軸の動作範囲よりも低い位置に工具ダウ
ン位置 (Z1) を設定すると、加工の途中で
右の画面が表示され、動作が停止しま
す。
デプス・レギュレータ・ノーズを使って、厚みが一様でない材料に加工する場合、実際の加工深さよ
りも低い高さに工具ダウン位置を設定します (「ユーザーズ1_セットアップとメンテナンス」参照)。
その結果、Z軸の動作範囲よりも低い位置に工具ダウン位置 (Z1) が設定されることがあります。
エラーメッセージを解除するには電源をオフにします。
エラーを回避するには、材料の下に平らな板を敷き、上げ底をします。

シヨウテ゛キナイ　ハ゜ラメータ�
　　　　　　　　　　　　　カ゛　アリマス�
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＜その２＞

アプリケーションソフトウェアからドライバのプロパティを開いたとき、そこで設定された値は一時的なもので保存されま
せん。ドライバのプロパティの設定を保存するには、＜その1＞の方法で設定してください。

2 Windows 2000/XPのときは、MDX-650または
MDX-500のアイコンを右クリックし、[印刷設定]
をクリックします。[印刷設定] ダイアログボックス
が表示されます。[詳細設定] をクリックします。
Windows NT 4.0のときは、アイコンを右クリック
し、[ドキュメントの規定値] をクリックします。

2 [ファイル] メニューから、[プリンタの設定] をク
リックします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

3 プリンタを [MDX-650 (RML-1)] または [MDX-
500 (RML-1)] に設定し、[プロパティ] をクリック
します。
Windows 2000/XPのときは [プロパティ] ダイア
ログボックスが表示されます。[詳細設定] をクリッ
クします。

1 [プリンタ] フォルダを開きます。
Windows XPの場合は、コントロールパネルから
[プリンタとFAX] を開きます。

＜その1＞

プロパティで変えた値を保存するには、この方法で設定します。

1 アプリケーションを起動し、ファイルを開きます。
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加工範囲を入力する
取り付けた材料の大きさを入力します。

1 ドキュメントのオプションの [材料サイズ設定] を
クリックします。Windows 2000/XPのときは [の
プロパティ]、Windows NT 4.0のときは [材料サイ
ズ設定] をクリックします。
[材料サイズ設定] ダイアログボックスが開きます。

2 [材料サイズの追加] をクリックし、[材料サイズ] の
[幅] と [長さ] に数値を入力します。

3 [材料サイズ名] を入力し、[OK] をクリックしま
す。
※[材料サイズ名] には半角の英数文字のみを使いま
す。仮名や漢字を使うと登録できません。
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1 ツール1～4のいずれかをクリックし、下の階層を表
示します。
[材料] をクリックし、加工材料 (ワーク) の材質を
クリックします。

2 [色] をダブルクリックし、下の階層を表示します。
設定する色をクリックし、ツール番号をクリックし
ます。
その色の線を彫刻しないときは、[なし] をクリック
します。

彫刻条件を設定する
加工する材料の材質と彫刻の深さを設定します。
材質をえらぶと、その彫刻に適した彫刻条件が設定されます。ただし、[ツールダウン位置] と [塗りつぶしをする]－[ツー
ル幅] は材質とは無関係にきまるので、個別に設定します。[ツールダウン位置] は彫刻の深さ、[塗りつぶしをする]－[ツー
ル幅] はツールの直径を入力します。
[ツールダウン位置] と [塗りつぶしをする]－[ツール幅] 以外の設定値も目安です。実際に彫刻してみてうまくいかないとき
は値を変えてください。
�
線を色で区別し、該当する色の線を彫刻するときの条件を設定します。
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4 [塗りつぶしをする] の [ツール幅] をクリックし、
ツール先端の直径を入力します。
美しく仕上げたいときは、直径よりも狭くします。

3 ツール番号をダブルクリックし、下の階層を表示し
ます。
[ツールダウン位置]をクリックし、切り込む深さを
入力します。
[切削ピッチ] で設定した深さずつ [ツールダウン位
置] の深さまで切削します。

Z軸の動作範囲よりも低い位置に工具ダウ
ン位置 (Z1) を設定すると、加工の途中で
右の画面が表示され、動作が停止しま
す。

デプス・レギュレータ・ノーズを使って、厚みが一様でない材料に加工する場合、実際の加工深さよ
りも低い高さに工具ダウン位置を設定します (「ユーザーズ1_セットアップとメンテナンス」参照)。
その結果、Z軸の動作範囲よりも低い位置に工具ダウン位置 (Z1) が設定されることがあります。
エラーメッセージを解除するには電源をオフにします。
エラーを回避するには、材料の下に平らな板を敷き、上げ底をします。

シヨウテ゛キナイ　ハ゜ラメータ�
　　　　　　　　　　　　　カ゛　アリマス�

[ツールダウン位置] と [塗りつぶしをする]－[ツール幅] 以外の項目は、手順1で選んだ材質の彫刻に
適した数値が設定されています。ただし、この数値は目安です。彫刻をしてうまくいかないときは、
調整してください。
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3-2 アプリケーションソフトウェア

MODELA 3D DESIGN

円柱や球など元となる形をえらび、それを変形して立体物を作ります。
曲線のなめらかな立体物を直感的な操作で作ることができます。

基本形状を選ぶ

1  をクリックします。

[基本形状の選択] ダイアログボックスが表示されま
す。

2 完成型にもっとも近い基本形状をクリックします。
サイズを入力し、[OK] をクリックします。

基準線の数をきめる
基準線はオブジェクトの形を整える制御棒です。複雑な形ほど、多くの基準線が必要です。
基準線の数を決めるには、次のボタンをクリックします。

：4本 ：7本 ：10本
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基準線を操作して形をつくる
基準線の高さを変えるには、基準線を上下にドラッグしま
す。

基準線の外周の大きさを変えるには、基準線を左右にド
ラッグします。

外周の形を変えるには、基準線を右クリックします。
[外周の選択] ダイアログボックスが開きます。目的の形に
なるように設定します。

外周の中心点を変えるには、  をクリックし基準線を

ドラッグします。
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1  をクリックします。

[レンダリング] ダイアログボックスが開きます。

2 x、 y、z のスクロールバーのつまみをドラッグしま
す。
オブジェクトが回転し、視点を変えてながめること
ができます。オブジェクトに色を付けるには、[描
画] をクリックします。

データを保存する

 をクリックします。

[名前をつけて保存] ダイアログボックスが開きます。
ファイル名を入力して [保存] をクリックします。

形を確認する
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新しいファイルを作成します。

ボタンの解説

既存のファイルを開きます。

ファイルを上書きして保存します。

基準線を上下に動かします。

 を選択しているときは、中心点の位置が

上下に移動します。

基準線を左右に動かします。

 を選択しているときは、中心点の位置が

左右に移動します。

オンにすると、基準線のドラッグで外周の大き
さが変わります。

オンにすると、基準線のドラッグで外周の中心
点が移動します。

DXFファイルに書き出します。

MODELA Player Ver.3を起動します。

直前の操作を取り消します。

画面の拡大縮小をします。

各基準線の座標値を表示します。

視点を変えます。

オブジェクトの表面に色と陰影をつけます。

基準線の本数を決めます。

3D DESIGNのヘルプを表示します。
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1 [Font] の 下矢印をクリックし、フォント名をク
リックします。

データを保存する

 をクリックします。

[名前をつけて保存] ダイアログボックスが開きます。
ファイル名を入力して [保存] をクリックします。

文字のフォントと大きさを決める

2 [Scale] の下矢印をクリックし、文字サイズをク
リックします。

・一覧に表示されたフォントサイズ以外は指定できません。
・入力した文字列全体の大きさを知りたい場合は、 [情報を表示] ボタンをクリックします。

MODELA 3D TEXT

文字に厚みをつけ、立体文字を作ります。
文字の書体には、Windowsに登録されているTrueTypeフォントが使えます。

文字を入力する
[Input] のテキストボックスをクリックし、キーボートから
文字を入力します。
入力した内容を確認し、 [Go!] をクリックします。
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ボタンの解説

新しいファイルを作成します。

既存のファイルを開きます。

ファイルを上書きして保存します。

オブジェクトの表示方法を切り替えます。

MODELA Player Ver.3を起動します。

文字を高さ方向に傾けます。

文字の高さを変えます。

文字の曲線部分の荒さをきめます。

背景の色を白黒反転します。

用意されている10色の中からオブジェクトの
色を選びます。

オブジェクトに任意の色を指定します。

オブジェクトの周りに寸法を表示します。

DXFファイルに出力します。

ひとつひとつの文字を左右に傾けます。

文字の周りに枠をつけます。

ひとつひとつの文字を反時計回りに90゜回転
させます。

文字を斜体にします。

文字を太字にします。

MODELA Player Ver.3

MODELA Player Ver.3の操作手順は、「3-3　MODELA Player Ver.3を使って加工する」をご覧ください。
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Virtual MODELA

MODELA Player Ver.3や3D Engraveで作ったツールパスを使って、切削のまえに切削経過と結果を画面で確認できます。
このソフトウェアは、MODELA Player Ver.3や3D Engraveのコマンドで直接起動することができます。詳しくは、「3-2
　アプリケーションソフトウェア　3D Engrave」をご覧ください。

Virtual MODELAでは、切削経過と結果を様々な方法で表示することができます。

シミュレーション中の画面をアニメーションで表示する

 をクリックしてオンにします。オフのときは、シミュレーション後の形状のみ表示されます。

シミュレーション中の画面表示を平面／立体に切り替える

・  をクリックすると、平面の表示から立体の表示に切り替わります。

このボタンが押されているときは、シミュレートの最中と終わったときの表示が立体的になります。

・  をクリックすると、立体の表示から平面の表示に切り替わります。

このボタンが押されているときは、シミュレートの最中と終わったときの表示が真上から見た状態になります。

シミュレーションの画面で視点を切り替える (3D表示のときのみ)

 が押され3D表示されているときのみ、以下のボタンを使うことができます。

・  をクリックすると、オブジェクトがZ軸を中心に左に90゜ずつ回転します。

・  をクリックすると、オブジェクトが、Z軸を中心に右に90゜ずつ回転します。

シミュレーション後の形を確認する

 が押されているときのみ、以下のボタンを使うことができます。

回転する

 をクリックし、画面をドラッグします。

移動する

 をクリックし、画面をドラッグします。

拡大／縮小する

 をクリックし、画面をドラッグします。

拡大
画面の上方向にドラッグします。

縮小
画面の下方向にドラッグします。
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ボタンの解説

未切削の新しい材料を作ります。

既存の切削形状ファイルを開きます。

現在の材料のかたちをファイルに保存します。

現在読み込まれているツールパスを使って、切削
シミュレーションをやり直します。
再度ツールの動きを確認したいときに使います。

シミュレーションを中断します。

シミュレーションを開始します。中断していると
きは、再開します。

切削にかかる時間を予測して表示します。時間は
おおよその目安です。時間のほかに、ツールの移
動距離と移動範囲が確認できます。

シミュレーション中の画面の表示を平面に切り替
えます。

シミュレーション中の画面の表示を立体に切り替
えます。

シミュレーションを立体表示にしている
ときの視点を変えます。

切削シミュレーションした後の形を確認します。

ツールの動きをアニメーションで表示します。

材料の表面に色付けする／しないを切り替えま
す。
色を設定するには、[オプション] - [表面の色] を
クリックします。

3D表示する範囲を限定します。
範囲を限定すると、材料全体を3D表示するより
も、表示が高速になります。

材料の表面に画像を貼り付けます。
貼り付ける画像を指定するには、[オプション] -
[テクスチャ設定] をクリックします。

オブジェクトを回転させ、視点を変えます。
3D表示しているときのみ有効です。

オブジェクトを拡大／縮小して表示します。
3D表示しているときのみ有効です。

オブジェクトの画面の表示位置を変えます。
3D表示しているときのみ有効です。

描画サイズの大きさいっぱいに拡大または縮小し
て表示します。

3D画面で何も操作していないとき
のオブジェクトの表示方法を設定
します。

材料の表面に貼り付ける画像を指定します。

光が射す方向と明るさを変え、陰影を変えます。
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1 [ファイル] メニューの [プリンタの設定] をクリッ
クします。
[プリンタの設定] ダイアログボックスが開きます。

Dr.Engrave

プレートをデザインし、彫刻データを送ります。
同じデザインのプレート (名札や銘板など) を数多く、効率よく作ることができます。

彫刻範囲を設定する
以下の説明は、Windows 95/98/Meのものです。Windows NT 4.0/2000/XPの説明は、「3-1 ウインドウズドライバ」
の「Windows NT 4.0/2000/XP版のウインドウズドライバ」を参照してください。

2 プリンタが [MDX-650 (RML-1)] または、 [MDX-
500 (RML-1)] に設定されていることを確認し、[プ
ロパティ] をクリックします。
プロパティが開きます。

3 プレートの大きさを入力し、[OK] をクリックしま
す。
続けて、[OK] をクリックし、[プリンタの設定] ダ
イアログボックスを閉じます。

4 画面の白い部分が彫刻範囲です。範囲内に図形や文
字を配置します。
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文字を入力する

 ボタンをクリックし、入力場所をクリックします。

この状態で、キーボードから文字を入力します。

図形／文字の大きさと位置をかえる

 をクリックし、図形や文字をクリックします。

図形や文字の周りに■と▲のポインタが表示されます。大きさを変えるには、このポインタをドラッグします。

図形を書く
図形の描画ボタンをクリックし、図形を書きます。

＜大きさを変えるには＞

ドラッグすると、自由にオブジェ
クトの大きさを変えられます。オ
ブジェクトの縦横比を保ったまま
大きさを変えるときは、 [SHIFT]
キーを押しながらドラッグしま
す。

ドラッグすると上下方向に大きさが変
わります。

ドラッグすると左右方向に大きさが変
わります。
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＜回転、傾斜するには＞

さらにクリックすると、●と◆のポインタに変わります。

ドラッグすると図形が回転します。 ドラッグすると、図形が傾きます。

＜場所を移動するには＞

場所を変えるには、ポインタの中
をドラッグします。

データを保存する

 をクリックします。

[名前をつけて保存] ダイアログボックスが開きます。
ファイル名を入力して [保存] をクリックします。

彫刻を始める

 をクリックします。

[印刷] のダイアログボックスが開きます。
彫刻をはじめるには、[OK] をクリックします。
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新しいファイルを作成します。

ボタンの解説

既存のファイルを開きます。

ファイルを上書きして保存します。

彫刻を開始します。

選択したオブジェクトを削除し、クリップボード
に貼り込みます。

選択したオブジェクトをコピーし、クリップボー
ドにコピーします。

クリップボードにあるデータを画面にコピーしま
す。

図形や文字を選択します。

多角形の頂点の位置を移動し、形を変えます。

画面を拡大または縮小して表示します。

文字を入力します。

図形を作ります。

文字の入力枠を作ります。

選んだ文字列を線文字に変えます。

図形または、文字列の内部ををさらい加工しま
す。

オブジェクトの前後関係を変えます。

文字列の方向を設定します。
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3D Engrave

平面 (2次元) のグラフィックに厚みをつけ、浮き彫り(レリーフ ) を作ります。
イラストなどの画像に厚みをつけることもできます。

3D Engraveは、浮き彫り (レリーフ) 作成と曲面彫刻のアプリケーションソフトウェアです。
ここではレリーフを削り出す手順を記載します。
作成手順の詳細、彫刻用のデータの作成、曲面へ彫刻する手順についてはヘルプをご覧ください。

出力する機器を選択する
選択方法は、「Part 1　ソフトウェアのインストール　1-2　ソフトウェアのインストール　アプリケーションソフトウェ
アの設定」をご覧ください。

レリーフの大きさを決める

1 [レリーフ] メニューで [レリーフの大きさ] を選び
ます。
[レリーフの大きさ] ダイアログボックスが開きま
す。

2 レリーフの大きさと分解能 (レリーフの細かさ) を
入力し、[OK] をクリックします。

3 右の画面が表示されます。画面の白い部分がレリー
フをデザインする領域です。
このとき表示されている画面は「2D画面」とい
い、文字を入力したり図形を作ったりする画面で
す。
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図形をつくる／文字を入力する
図形をつくるには、図形の描画ボタンをクリックしドラッ
グします。
文字を入力するには、文字の入力ボタンをクリックし挿入
場所をクリックします。この状態でキーボードから文字を
入力します。
図形や文字の大きさをかえるには、「Dr.Engrave　図形／
文字の大きさと位置をかえる」を参照してください。

浮き彫り (レリーフ) をつくる

図形や文字に厚みをつけ、レリーフを作ります。

1 厚みをつける図形、もしくは文字列をクリックして選びます。

2  ボタンをクリックします。

[レリーフ生成] ダイアログボックスが表示されます。
ダイアログボックスの内容は選択したオブジェクトの種類によって異なります。次の画面は、図形や文字のレリー
フを作るときのダイアログボックスです。
レリーフを作るのに必要な項目を設定し [OK] をクリックします。

レリーフの底の高さを入力します。

レリーフの厚さを入力します。

オブジェクトを押し上げる (または掘り下げる) 形状を
選びます。

レリーフの積み上げ方を選びます。

レリーフの高さで入力した数値分掘り下げるか積み上
げるかを選びます。

 を選んでいるときの底辺の角度を入力します。

レリーフの尾根の方向を入力します。

 のボタンを選んでいるときに入力できます。

チェックすると選択したオブジェクトのレリーフを滑
らかにします。
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3 自動的に右の画面に切りかわり、レリーフの形が立
体的に表示されます。
このときの画面を「3D画面」といい、レリーフの
形やツールパスが表示されます。図形や文字の編集
はできません。

ツールパスをつくる
ツールパスとは、刃先の先端が通る道筋のことです。ツールパスは現在設定されている切削条件をもとに生成されます。
ツールパスをつくる前に切削条件を設定します。切削条件では材料の材質／ツールの種類／切削工程の設定をします。

1 [切削] メニューで [切削条件] を選びます。
[切削条件] ダイアログボックスが表示されます。
切削に必要な項目を設定し、[OK] をクリックしま
す。

材料の材質を選びます。

2  ボタンをクリックします。ツールパスが生成

されると3D画面にツールパスがピンクで表示され
ます。

切削する深さを設定します。

切削の工程を選びます。

ツールの仕様を設定します。
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1 [ファイル] メニューの [出力プレビュー] を選びま
す。
Virtual MODELAが起動します。

切削結果を確認する
Virtual MODELAをインストールしているときは、実際に切削する前に画面で切削後の形を確認することができます。

2 3D Engraveの切削データがVirtual MODELAに読み
込まれます。
ツールの動きがアニメーションで表示され、徐々に
切削後の形ができあがっていきます。

Virtual MODELAの詳細
は、Virtual MODELAの
ヘルプをご覧ください。

切削を始める

 ボタンをクリックします。

右の画面が表示されたら [OK] をクリックします。
切削がはじまります。

データを保存する

 をクリックします。

[名前をつけて保存] ダイアログボックスが開きます。ファ
イル名を入力して [保存] をクリックします。
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新しいファイルを作成します。

ボタンの解説

既存のファイルを開きます。

ファイルを上書きして保存します。

選択したオブジェクトを削除し、クリップボー
ドに貼り込みます。

選択したオブジェクトをコピーし、クリップ
ボードにコピーします。

クリップボードにあるデータを画面にコピーし
ます。

平面 (2次元) の編集画面に切り替えます。

立体 (3次元) の表示画面に切り替えます。
レリーフの形やツールパスを表示するにはこの
画面を表示させます。

図形／文字／画像などの平面オブジェクトに厚
みをつけてレリーフを作ります。

選んだ図形や文字の彫刻ツールパスを作りま
す。彫刻用のツールパスは3D画面で赤色に表
示されます。

刃先の先端が通る道筋 (ツールパス) を作りま
す。切削用のツールパスは3D画面でピンク色
に表示されます。

切削を開始します。

文字を入力します。

図形を作ります。

図形や文字を選択します。

多角形の頂点の位置を移動し、形を変えます。

読み込んだ画像のレタッチにつ
かいます。

画面を拡大または縮小して表示します。
2D画面と3D画面とではマウスの操作が異なり
ます。

オブジェクトの表示位置を変えます。ウィンド
ウの枠外で見えない部分を画面に表示させま
す。

画面をドラッグしたときのレリーフの視点を変
えます。
3D画面のときのみ有効です。

オブジェクトを画面いっぱいに拡大または縮小
して表示します。

画像レタッチの線の太さをえら
びます。

オブジェクトの前後関係を変えます。

文字列の方向を設定します。
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3-3 MODELA Player Ver.3を使って加工する

立体物を削るときの基本的な作業を、順を追って説明します。
ここでは、立体物の3次元データが完成したあとからの作業を想定します。3次元データは、3次元のDXFデータで用意され
ていると仮定します。

・MODELA Player Ver.3で3次元データを開き、切削条件を設定する
・工具、材料を取り付ける
・切削の基準点を決める
・面だしをして、切削をはじめる

立体物には、MODELAアプリケーションのサンプルデータを例にとって説明していきます。

1. 切削データを作る

切削するデータを用意し、MODELA Player Ver.3で切削条件を設定します。

■ファイルを開く

1 [ファイル] メニューから [開く] をクリックしま
す。
[開く] ダイアログボックスが開きます。

2 目的のファイルを選び、[開く] をクリックします。
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■切削条件を設定する
切削条件とは、立体物を削るためのパラメータのことです。
MODELA Player Ver.3では、

切削面 ：立体物のどの面を削るか
大きさ ：できあがりのサイズ
深さ ：どの深さまで削るか
材料 ：削る材料の材質
切削の工程 ：どの段階の切削か
ツール ：刃物の直径と先端のかたち

�を設定します。

※パラメータを設定すると、その条件で切削するときに最適な移動速度や切り込み量などがえらばれます。
あらかじめ選択肢にある材料やツールを使うときは、選択を誤らない限りツールが折れることはほぼ考えられません。取
り付けた材料とツールを選んでください。
選択肢にない材料やツールを使うときは切削条件を十分に吟味して入力する必要があります。設定を間違うと、過負荷が
かかって正常な切削が続けられなくなったり、最悪の場合ツールが折れたりすることがあります。

[次へ] をクリックすると、A から D の順
に設定画面が表示されます。
順番に設定してください。
(図中 A～D を押すとそれぞれの設定画面
が表示されますが、単独で設定する必要
のあるとき以外は使用しないでくださ
い。)

ここを押して設定します。

切削時の刃物の軌跡を
表示します。

A

B

C

D

A　切削面の選択

切削する面を選択します。
右の図では「上面」が選択されています。
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C　最大切削深さ

切削する深さを設定します。
ダイヤルを上下にドラッグするか、数字の部分をクリック
して数値を入力してください。
また、[中央] ボタンをクリックすると、高さを等分割する
位置に深さを設定します。

D　ツール／材料／仕上げ

ツール
取り付けた刃物の種類と直径を設定します。

材料
取り付けた材料の材質を選びます。

仕上げ方法
モデリングマシンで立体物を切削する場合、同じデータを
使って、最初に荒切削を行い、2回目に仕上げ切削を行うと
美しく仕上がります。
1回目は [荒削り]、2回目は [仕上げ] に設定します。

B　大きさの設定

切削物の大きさを設定します。
ダイヤルを上下にドラッグするか、数字の部分をクリック
して数値を入力してください。
また、[倍率] ボタンをクリックすると、大きさを倍率で指
定することができます。
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MODELA Player Ver.3での数値表示は、0.1mm単位です。0.01mm単位以下の設定値を持っている
ファイルを開くと、四捨五入して表示されます。MODELA Player Ver.3の表示上では0.1mm単位にな
りますが、元の設定値に従って加工されます。また、本機では0.01mm単位で座標値を表示することが
できます。そのため、加工中の座標値表示がMODELA Player Ver.3の表示と異なることがあります。

■切削結果を確認する
Virtual MODELAをインストールしているときは、実際に切削する前に切削後の形を確認することができます。

1 [ファイル] メニューの [出力プレビュー] を選びま
す。
Virtual MODELAが起動します。

2 MODELA Player Ver.3の切削データがVirtual
MODELAに読み込まれます。
ツールの動きがアニメーションで表示され、徐々に
切削後の形ができあがっていきます。

※Virtual MODELAの詳しい操作方法についてはVirtual
MODELAのヘルプをご覧ください。
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2. 工具と材料を取り付ける

「ユーザーズ1_セットアップとメンテナンス」を参照し、工具と材料を取り付けてください。

3. Z軸の原点を設定する

取り付けた材料の表面にZ0 (Z軸の原点) を設定します。
Z0の設定方法は、「2-4　原点 (XY原点とZ0) の設定　Z0の設定」を参照してください。

■ファイルを保存する

1 [ファイル] メニューの [名前をつけて保存] を選び
ます。
[名前をつけて保存] のダイアログボックスが開きま
す。

2 保存する場所を選んでファイル名を入力し、[保存]
をクリックします。拡張子は「.mdj」です。
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4. 切削位置を決める

材料の取り付け位置とオブジェクトの切削位置を合わせます。

1 [オプション] メニューから [レイアウト／面だし]
を選びます。
[レイアウト／面だし] ダイアログが開きます。

2 青い四角形がオブジェクトの大きさです。この部分を
ドラッグし、オブジェクトの切削位置を設定します。
オレンジ色の四角形の左下が、XY方向の原点です。

3 オブジェクトの4隅に表示された黒丸をダブルク
リックすると、その場所にツールが降ります。
切削場所を目で確認できます。

続けて面だしの設定をします。次項の「5. 面出しをする」
をご覧ください。

面出しをせずに切削位置のみを設定するときは、 [OK] を
クリックします。

青い四角形

黒丸
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MODELA Player Ver.3で切削位置を決める方法以外に、本機側でXY原点を設定する方法があります
(XY原点の設定方法は、「2-4　原点 (XY原点とZ0) の設定」を参照してください)。
本機のXY原点 (0,0) は、MODELA Player Ver.3 [レイアウト/面だし設定] ダイアログボックスでオレ
ンジ色の四角形の左下点に相当します。従って、[ゲンテン イチノ ヘンコウ] で [キカイ ゲンテン] を
選んだときのみ、最大動作範囲がオレンジ色部分と一致します。

[ゲンテン イチノ ヘンコウ] で [キカイ ゲンテン] が選ばれているとき

最大動作範囲
(オレンジ色の四角形)

機械原点

XY原点が任意の位置に設定されているとき

本機のユーザー原点

この部分はMODELA Player Ver.3の画面
に表示されますが、動作範囲外です。

本機の最大動作範囲
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5. 面だしをする

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。

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
ちに電源スイッチをOFFにしてください。

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。

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。

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。

アーム

Zカバー

ヘッド

Tスロット
テーブル
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面だしが終わると、面だし後の材料表面が自動でZ0に設定されます。

取り付けた材料の表面を削り、水平面を作ります。この作業を「面だし」といいます。
面だしは、材料表面の凹凸をなくすときに使います。
面だしを行うときは、深さ方向の基準点を材料のもっとも高い位置に設定します。
�
MODELA Player Ver.3の [オプション] メニューで、[レイアウト／面だし] をクリックします。[レイアウト／面だし設定]
のダイアログボックスが開きます。
※ファイルを開いていないと面だしはできません。

斜線の部分が面だしの範囲です。

面だしする深さを入力します。
深さの基準点からの深さを設定します。

面だしの範囲を変えるときは、オフにします。
斜線の周りの■をドラッグするとサイズを変えられま
す。 [幅] と [長さ] のテキストボックスに数値を入力し
て、サイズを変えることもできます。

[面だし開始] をクリックすると、面だしが始まりま
す。面だしが終わると、面だし後の面が深さ方向の基
準点に設定されます。

6. 切削をする

切削する立体物に対して「荒削り」と「仕上げ」2通りの切削をします。

1回目: 荒削り
仕上げのための余白を残して高速に切削する

2回目: 仕上げ
荒削りで残した材料表面の余白部分を高密度に切削する

仕上げ切削が終わったら切削は完了です。
ただし、材料の材質によっては、仕上げ切削をしてもきれいに仕上がらないことがあります。
そのようなときは、ヤスリなどを使って手で加工してください。

[出力] をクリックします。

面だしが終わったら、[OK] をクリックします。
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■加工を一時停止・中止をするには
動作中に [PAUSE] キーを押します。
ツールやテーブルの動きが止まります。ただし、緊急停止
ではありませんので、2～3秒動いてから停止することがあ
ります。
右の画面が表示されます。

続けて切削するときは

ダイアルを回して [ケイゾクスル] に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

切削を中止するときは

1 [プリンタ] フォルダを開きます。Windows XPの場
合は、コントロールパネルから [プリンタとFAX]
を開きます。

2 [MDX-650 (RML-1)] または [MDX-500 (RML-1)]
アイコンをダブルクリックします。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

4 ダイアルを回して [チュウシスル] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

ホ゜ース゛＞チュウシ　スル�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�

3 [ファイル] メニューから [印刷ドキュメントの削除]
または [印刷ジョブのクリア] を選び、データの送
信を中止します。
Windows 2000/XPの場合は、[全てのドキュメン
トの取り消し] を選びます。

お使いのコンピュータの設定や機種によっては、直ちにデータの転送が中止されず、本機が動作す
ることがあります。
このときは、動作が確実に停止するまでお待ちいただくか、[PAUSE] キーを押して [チュウシス
ル] に矢印を合わせ、[ENTER] キーを押してください。

お願い
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4-1 加工範囲について

Part 44　ユーザーズリファレンス

MDX-650A/650の場合

MDX-650A/650の最大動作範囲は、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

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
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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-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
)



70

Part 4　ユーザーズリファレンス

MDX-500の場合

MDX-500の最大動作範囲は、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。

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

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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高回転スピンドルの場合
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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X

Y

Z

本機には、用途や目的に合わせて以下の2つの座標系があります。　

4-2 座標系について

機械座標系
機械座標系は、機械的に決まっている座標系です。以降に
説明する「ワーク座標」の基本となる座標系です。ディス
プレイメニューの [テーブル/ツール イドウ] で [ヒダリテ
マエ ヘ イドウ] を選ぶと移動する点が、機械座標系の原点
(x, y, z) = (0, 0, 0) です (原点は固定)。
機械座標系の単位は常に一定で、1step=1/100mmです。
　

ワーク座標系
機械座標系の原点は固定されていますが、これに対し原点
を移動することのできる座標系があります。この座標系を
ワーク座標系といいます。
ワーク座標系は、ホームポジションをXY軸の原点、Z0をZ
軸の原点とする座標系です。ワーク座標の原点は、「XY原
点」 (XY軸の原点) と「Z0」 (Z軸の原点) を設定すること
により決まります。
ワーク座標の原点は、取り付けた材料に対して切削を行う
ための基準点です。
ワーク座標系の単位は常に一定で、1step=1/100mmで
す。

機械座標原点

X

Y
Z

ワーク座標原点
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4-3 各種の操作方法

液晶ディスプレイのメッセージを英語にかえる

ディスプレイの言語は、日本語(カタカナ)と英語のどちらかをえらべます。

1 [EXIT] キーを押しながら電源をオンにします。

3 液晶ディスプレイのメッセージが英語で表示されま
す。

2 ダイアルを回して [ENGLISH] に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

※日本語 (カタカナ) 表示に戻す場合は、操作手順1を繰り返します。同様に言語選択のメニューが表示されますので、
[JAPANESE] に合わせ、[ENTER] キーを押してください。

＞１　ＥＮＧＬＩＳＨ�
　２　ＪＡＰＡＮＥＳＥ�

Ｈｉｔ　“ＥＮＴＥＲ”　＞ＲＭＬ－１�
Ｓｅｌｅｃｔ　ＭＯＤＥ　　ＮＣ－ＣＯＤＥ�

再加工する

データバッファは、コンピュータから送られてきたデータを一時的に保管する場所です。(データバッファ内のデータは、
電源をオフまたはデータを削除すると消去されます。)
[COPY]キーを押すと、データバッファにある全てのデータを呼び出して加工します。再加工するときは、コンピュータか
ら (再加工用の) データを送る前に、データバッファ内のデータを消去してください。

2 ダイアルを回して [コピー データノ ショウキョ] に
矢印を合わせ、[ENTER] キーを押します。
データバッファの加工データが消去されます。

1 [COPY]キーを押します。
右の画面が表示されます。

＞１　フクシャヲ　カイシシマス�
　２　コヒ゜ー　テ゛ータノ　ショウキョ�

＞２　コヒ゜ー　テ゛ータノ　ショウキョ�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�
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4 加工が終わったら、材料を取り替えてください。必
要であれば原点も設定してください。

5 [COPY] キーを押します。
ダイアルを回して [フクシャヲ カイシシマス] に矢
印を合わせ、[ENTER] キーを押します。

＞１　フクシャヲ　カイシシマス�
　２　コヒ゜ー　テ゛ータノ　ショウキョ�

加工途中でスピンドルモータの回転数と速度を変える

ソフトウェアで指定した速度や回転数を、加工途中で変更することができます。
加工動作中に本機を一時停止させ、速度と回転数を変更します。この方法で変更したのち、コンピュータから速度と回転数
の変更コマンドが送られてくると、コマンドの指定値に変更されます。以下の方法は、ソフトウェアなどで設定した条件を
途中で微調整するときに使用するとよいでしょう。
スピンドルモータの回転数と速度については、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

1 動作中に [PAUSE] キーを押します。
ツールやテーブルの動きが止まります。ただし、緊
急停止ではありませんので、2～3秒動いてから停止
することがあります。
右の画面が表示されます。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

3 工具 (刃物) と加工材料をセットします。ソフト
ウェアを操作して加工データを送ってください。
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加工を中止する

「プログラムを修正して最初から加工をやり直したい」または「目的の加工と違うデータだった」というときは、次の操作
で加工を中止します。

1 動作中に [PAUSE] キーを押します。
ツールやテーブルの動きが止まります。ただし、緊
急停止ではありませんので、2～3秒動いてから停止
することがあります。
右の画面が表示されます。

3 ダイアルを回して [チュウシスル] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞チュウシ　スル�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�

2 コンピュータからのデータ送信を中止します。

2 ダイアルを回して目的の項目に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。

ホ゜ース゛＞ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�

3 ダイアルを回して数値をかえ、[ENTER] キーを押
します。
他の項目を変えるときは [EXIT] キーを押し、手順2
と3を繰り返します。

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

4 [EXIT] キーを押し、右の画面に戻します。 ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

5 ダイアルを回して[ケイゾクスル]に矢印を合わせ、
[ENTER] キーを押します。
一時停止が解除され、加工を再開します。

※スピンドル回転数は、加工中、ダイヤルを回して変えることもできます。ただし、変更されたスピンドル回転数は、加工
中のみ有効です。
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4-4 ディスプレイメニュー解説

記憶 解説

加工時のXY軸方向の送り速度を設定します。
詳しくは、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

する

0.5, 1～85

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

2

1  ソクド セッテイ

1-1  XYジク セッサクソクド

　１－１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

記憶 解説

加工時のZ軸方向の送り速度を設定します。
詳しくは、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

する

0.5, 1～85

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

2

1-2  Zジク キリコミソクド

　１－２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

1-3  XYジク イドウソクド

記憶 解説

工具アップ時のXY軸方向の移動速度を設定します。
詳しくは、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

する

0.5, 1～85

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

85

　１－３　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�
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1-4  Zジク アップ ソクド

記憶 解説

工具アップ時のZ軸方向の移動速度を設定します。
詳しくは、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

する

0.5, 1～85

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

85

　１－４　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

2  シュジク カイテンスウ
記憶 解説

スピンドル回転数を指定します。
詳しくは、「2-3　加工条件の設定」を参照してください。

する

設定範囲

100

ステップ

工場出荷時

3000
(高トルクスピンドル)

5000
(高回転スピンドル)

3000～12000
(高トルクスピンドル)

5000～20000
(高回転スピンドル)

　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞�

3  テーブル／ツール イドウ
解説

指定した場所へツールを移動します。
　３　＞１　ケ゛ンテン　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　２　ヒョウメン　イチヘ　イト゛ウ�

　３　＞９　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ�
　　　１０　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
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5  ドウサ セッテイ

5-1  シュジク ノ セイギョ

記憶 解説

スピンドルモータの制御方法を選びます。

カイテンスル スピンドルの回転指令が来ると、内部のスピ
ンドル回路に回転信号を出します。同時に
EXT2端子にも信号を出します。

カイテンシナイ スピンドルの回転指令が来ても、内部のスピ
ンドル回路に回転信号を出しません。同様に
EXT2端子にも信号を出しません。

ガイブ セイギョ ノミ スピンドルの回転指令が来ても、内部のスピ
ンドル回路に回転信号を出しません。EXT2
端子にのみ信号を出します。

する

カイテンスル,
カイテンシナイ,

ガイブ セイギョ ノミ

選択肢

工場出荷時

カイテンスル

　５－１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　　　　　　　　　＜カイテン　スル＞�

5-2  ハンイガイ ドウサ

記憶 解説

動作エリア外の座標値から、エリア内の座標値へ工具が戻るとき
の動作を選びます。(実際に動作エリア外への工具移動はできませ
んが、あたかも移動したかのように内部処理されます。)

ケイゾク 動作エリア内に戻るとき、一時停止しませ
ん。そのまま加工が続けられます。

イチジ テイシ 動作エリア内に戻るとき、一時停止します。

する

ケイゾク,
イチジ テイシ

選択肢

工場出荷時

ケイゾク

　５－２　ハンイカ゛イ　ト゛ウサ�
　　　　　　　　　　　　　＜ケイソ゛ク＞�

1 2 1 2

一時停止をする�動作を続ける�

：工具経路�
：座標位置�

[ケイゾク] [イチジ テイシ]

(500 mm X 330 mm) (500 mm X 330 mm)

4  ゲンテン イチノ ヘンコウ
記憶 解説

XY軸の原点の位置を指定します。
詳しくは、「2-4　原点の設定」を参照してください。

する

ユーザー,
キカイ ゲンテン,
チュウオウ

選択肢

工場出荷時

ユーザー

　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　　　　　　＜ユーサ゛ー＞�
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5-3  スムージング

記憶 解説

スムージングは、円弧をなめらかに加工する機能です。スムージ
ングをオフにすることもできます。
工場出荷時には、[オン] に設定されています。円弧をうまく加工
できないときは、[オフ] に変更してください。

する

オン, オフ

選択肢

工場出荷時

オン

　５－３　スムーシ゛ンク゛�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

5-4  カソクド

記憶 解説

ツールおよびテーブルを動かすときの加速度をえらびます。
通常は初期値 (0.3G) のまま変えることはありません。高い負荷の
かかる材料を加工するとき、まれに加速度が原因で加工できなく
なることがあります。そのときは変更してください。

する

0.05, 0.1, 0.3

選択肢

工場出荷時

0.3

　５－４　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

6  シヨウ コマンド ノ ヘンコウ
記憶 解説

RML-1コマンドのモード選択をします。[ジドウ ハンテイ] に設定
すると、モード 1かモード 2を自動判別します。うまく判別できな
い場合は、ソフトウェア (あるいはドライバソフト) が送り出す
データのモードを調べて、[モード 1] か [モード 2] に設定してく
ださい。ソフトウェアがどちらのモードでデータを送っているか
は、ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

する

モード 1,
モード 2,

ジドウ ハンテイ

選択肢

工場出荷時

ジドウハンテイ

　　６　シヨウ　コマント゛　ノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

7  セツゾク ホウホウ
記憶 解説

コンピュータと接続したインターフェイスの種類を設定します。
[ジドウハンテイ] は、ポートの自動選択です。シリアル接続時の
通信条件は、パネル設定の条件に従います。
[ジドウハンテイ] の設定で、うまくインターフェイスの判別がで
きない場合は、マニュアル設定を行ってください。

する

パラレル,
シリアル,

ジドウ ハンテイ

選択肢

工場出荷時

ジドウハンテイ

　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�
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8  シリアル ジョウケン

8-1  ストップ ビット

記憶 解説

通信条件のストップビットを設定します。する

1, 2

選択肢

工場出荷時

1

　８－１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１＞�

8-2  データ ビット

記憶 解説

通信条件のデータビットを設定します。する

7, 8

選択肢

工場出荷時

8

　８－２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜８＞�

8-3  パリティ ビット

記憶 解説

通信条件のパリティチェックを設定します。する

ナシ,
キスウ,
グウスウ

選択肢

工場出荷時

ナシ

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

8-4  ボーレート

記憶 解説

通信条件のボーレート (転送速度) を設定します。する

4800, 9600,
19200, 38400

選択肢

工場出荷時

9600

　８－４　ホ゛ーレート�
　　　　　　　　　　　　　　＜９６００＞�
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9  キョリホセイ
記憶 解説

プログラムで指定した長さと実際に加工された長さの違いを補正
します。
温度、湿度による誤差や、機械の個体差による誤差を補正できま
す。
補正値をかえたときは、電源をオフにし再投入してください。電
源を入れ直したあとで変更後の補正値が有効となります。

する

99.90～
100.10

設定範囲

工場出荷時

100

8-5  ハンド シェイク

記憶 解説

通信条件のハンドシェイクの種類を設定します。する

ハードワイヤー,
Xオン/オフ

選択肢

工場出荷時

ハードワイヤー

　８－５　ハント゛　シェイク�
　　　　　　　　　＜ハート゛　ワイヤー＞�

ステップ

0.01

10  ソノタ ノ セッテイ

10-1  センサー モード

解説

付属のZ0センサーを使って、加工材料の表面にZ0点を設定しま
す。
詳しくは、「2-4　原点 (XY原点とZ0) の設定　Z0センサーを
使ったZ0の設定」を参照してください。

１０＞１ センサー モート゛      ��
　カーソル イト゛ウ シテクタ゛サイ�

10-2  スピンドル ユニット

記憶 解説

取り付けたスピンドルユニットの種類をえらびます。
高トルクスピンドルを取り付けたときは、[ハイ トルク] を選びま
す。高回転スピンドルを取り付けたときは、[ハイ スピード] を選
びます。

する

ハイ トルク,
ハイ スピード

選択肢

工場出荷時

ハイ トルク

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

　９－１　Ｘ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�

　９－２　Ｙ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�

　９－３　Ｚ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�
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10-3  ブザー

記憶 解説

操作キーを押したとき鳴る確認音をオンまたはオフにします。する

オン, オフ

選択肢

工場出荷時

オン

１０－３　フ゛サ゛ー�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

10-4  センサ ノ アツサ

記憶 解説

Z0センサーの厚みは、温度や湿度の変化によりわずかに変わりま
す。センサーの厚みを実際の厚さに合わせることができます。

*工場出荷時の設定値は、本体によって異なります。

する

工場出荷時*

15000

１０－４　センサ　ノ　アツサ�
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞�

10-5  シュジク カイテン ジカン

解説

スピンドルの総回転時間を表示します。回転時間を0に戻すことは
できません。
定期的なメンテナンスの目安としてください。(メンテナンスにつ
いては、別冊の「ユーザーズマニュアル1_セットアップとメンテ
ナンス」を参照してください。)

１０－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン�

0～30000

設定範囲

ステップ

10

11  セルフ モード

11-1  メンダシ

解説

バキュームテーブル ZV-500A (オプション) のバキュームプレー
トを面だしするためのメニューです。詳しくは、バキュームテー
ブル ZV-500Aのユーザーズマニュアルを参照してください。
※このメニューを使って、材料の面だしをしてはいけません。

１１－１　メンタ゛シ�
ヨロシイテ゛スカ？　［ＥＮＴＥＲ］�
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　　１３　オート　ツール　チェンシ゛ャー
　

13  オート ツール チェンジャー（MDX-650Aのみ）
解説

このメニューは、オプションのATCユニットをご使用の場合に有
効です。ATCユニットが取り付けられていないときは、このメ
ニューへは入れません。

12  ロータリーセイギョ（MDX-650A/650のみ）
解説

このメニューは、オプションの回転軸ユニットをご使用の場合に
有効です。回転軸ユニットが取り付けられていないときは、この
メニューへ入れません。

　　１２　ロータリー　セイキ゛ョ�
　�

14  ザヒョウ ヒョウジ
解説

現在のツール位置と主軸回転数を表示します。
単位は、機械ステップ (1 step = 0.01 mm) です。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�
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4-5 こんなときは

一時停止状態になっていませんか？

電源がオフになっていませんか？

コマンドにNCコードを選んでいませんか？

一時停止状態を解除してください。

本機の電源をオンにしてください。

コマンドをRML-1に設定してください。設定方法について
は、本書の「はじめに」を参照してください。

スピンドルが回転しない

スピンドルカバーが開いていませんか？

[スピンドルユニット] を [カイテンシナイ] (または
[ガイブ セイギョ ノミ] ) に設定していませんか？

スピンドルカバーを閉じてください。

[カイテンスル] に設定しください。

データが転送できない

シリアル接続のとき、通信条件がコンピュータの設
定と合っていますか？

ケーブルが抜けかかっていませんか？

ケーブルは正しいですか？

ソフトウェア (あるいはドライバソフト) での出力機
器の設定は正しいですか？

「2-2 接続条件を設定する」を参照し、接続条件を正しく設定
してください。

ケーブルは、抜けたり接触不良を起こさないよう確実に接続し
てください。

ケーブルは、コンピュータによって異なります。またソフト
ウェアによっては専用のケーブルが要求される場合もありま
す。ご確認の上、正しいケーブルで接続してください。

ソフトウェア (あるいはドライバソフト) の取扱説明書を参照
し、出力機器の設定を正しく行ってください。
付属の「2.5D DRIVER」をお使いの場合は、「Part 1　ソフ
トウェアのインストール」を参照してください。

電源が入らない

電源コードが抜けかかっていませんか？ 電源コードは、抜けたり接触不良を起こさないよう確実に接続
してください。

動作しない
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ディスプレイに、「シヨウデキナイ パラメータ ガ アリマ

ス」と表示され、動作が停止する

指定したパラメータの値が、規定値の範囲外である場合に表示されます。
特に、ドライバ (ソフトウェア) でZ軸の動作範囲よりも低い位置に工具ダウン位置 (Z1) が設定されると表示されます。
デプス・レギュレータ・ノーズを使って、厚みが一様でない材料に加工する場合、実際の加工深さよりも低い高さに工具ダ
ウン位置を設定します (「ユーザーズ1_セットアップとメンテナンス」参照)。その結果、Z軸の動作範囲よりも低い位置に
工具ダウン位置 (Z1) が設定されることがあります。
エラーメッセージを解除するには電源をオフにしてください。
エラーを回避するには、材料の下に平らな板を敷き、上げ底をします。

加工途中で変更したスピンドルモータの回転数や速度が有効

にならない

加工動作中に本機を一時停止させ、ディスプレイメニューを使って回転数や速度の設定を変更しても、設定値が有効になら
ないことがあります。
以下のことが原因です。
・設定値を変更した後で、転送済みのデータに含まれていた回転数や速度のコマンドが実行された
・設定値を変更した後で、回転数や速度を変えるコマンドがコンピュータから送られた
このときは、コンピュータ側の設定値を変更してください。

切削精度が思うようにでない

切削条件とエンドミルが合っていないとき、切削精度がでないことがあります。
以下のことが原因です。
・エンドミルの刃先の突き出し量が長すぎる
・切削条件に対して刃物のシャンク径が細すぎる
このときは、エンドミルの刃先の突き出し量、シャンク径を切削条件、切削物に合わせて変更してください。
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4-6 エラーメッセージ一覧

エラーメッセージは、送られてきたデータに、表中「内容」のエラーがあった場合に表示されます。しかし、エラー情報と
してディスプレイに表示されるだけで、データの転送が中止されたり、次の操作ができなくなることはありません。
[ENTER] キーを押すとディスプレイからエラー表示が消え、一時停止状態になります。
エラーが発生した場合、正しく加工できないことがあります。一旦加工を中止し、設定を確認することをおすすめします。

エラーメッセージ 内容

解釈できない命令が送られてきた場合に表示されます。入力命令の設定 (モード1また
はモード2) と異なった命令体系の命令が送られてきた場合にも表示されます。その場
合は、操作パネルで“ﾓｰﾄﾞ1”から“ﾓｰﾄﾞ2”、または“ﾓｰﾄﾞ2”から“ﾓｰﾄﾞ1”に変更
することにより表示されなくなります。

指定できるパラメータの数が、規定値と異なっている場合に表示されます。

指定したパラメータの値が、規定値の範囲外である場合表示されます。

使用できない文字が指定された場合に表示されます。

座標がオーバーフローした場合に表示されます。

多角形バッファがオーバーフローした場合に表示されます。

コンピュータからの出力要求命令を実行中に、別の出力を要求する命令が送られてき
た場合に表示されます。
これは、出力要求をしてから出力を始めるまでの時間 (ディレイタイム) があるため
で、ディレイタイム中に別の出力要求があった場合にエラーを表示します。
(ディレイタイムは、ESC.M命令で設定できます。)

解釈できないデバイスコントロール命令が送られてきた場合に表示されます。

デバイスコントロール命令に、使用できないパラメータを設定した場合に表示されま
す。

デバイスコントロール命令のパラメータ値が規定値をオーバーしていた場合に表示さ
れます。

デバイスコントロール命令のパラメータ数が指定できる数よりも多かった場合に表示
されます。

Ｉ／Ｏ　エラー：コマント゛　カ゛�
　　　　　　　　カイシャク　テ゛キマセン�

Ｉ／Ｏ　エラー：　シュツリョク�
　　　　ヨウキュウ　カ゛　カサナリマシタ�

Ｉ／Ｏ　エラー：シヨウ　テ゛キナイ�
　　　　　　ハ゜ラメータ　カ゛　アリマス�

Ｉ／Ｏ　エラー：ハ゜ラメータ　ノ�
　　　　アタイ　カ゛　オオキスキ゛マス�

Ｉ／Ｏ　エラー：ハ゜ラメータ　ノ　カス゛�
　　　　　　　　カ゛　チカ゛イマス�

コマント゛　カ゛�
　　　　　　　　カイシャク　テ゛キマセン�

サ゛ヒョウ　ノ　アタイカ゛�
　　　　　　　　　　　　オオキスキ゛マス�

シヨウテ゛キナイ　ハ゜ラメータ�
　　　　　　　　　　　　　カ゛　アリマス�

シヨウテ゛キナイ�
　　　　　　　　モシ゛　セッテイ　テ゛ス�

タカッケイ　ハ゛ッファ　カ゛�
　　　　　　　　　　　　　　アフレマシタ�

ハ゜ラメータ　ノ�
　　　　　　　　カス゛カ゛　チカ゛イマス�
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エラーメッセージ 内容

データ受信時にフレミングエラー、パリティエラー、オーバーランエラーが生じた場
合に表示されます。(ボーレート、パリティ、ストップビット、データビットの設定に
原因があります。コンピュータの設定に合わせて、通信条件を正しく設定してくださ
い。)

I/Oバッファがオーバーフローした場合に表示されます。(接続ケーブルおよびハンド
シェークの設定に原因があります。コンピュータに適したケーブルをご使用になり、
ハンドシェークを正しく設定してください。)

特定できない通信エラーが生じた場合に表示されます。

Ｉ／Ｏ　エラー：　ＲＳ-２３２Ｃ　ニ�
　　　　　　エラー　カ゛　アリマス�

Ｉ／Ｏ　エラー：　トクテイ　テ゛キナイ�
　　　　　　　　　　エラー　ハッセイ�

Ｉ／Ｏ　エラー：　ニュウリョク�
　　　　ハ゛ッファ　カ゛　アフレマシタ�
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4-7 その他のメッセージ

コマンドや通信条件に関するエラーメッセージ以外に、次のメッセージがあります。

安全カバーと本体をつなぐケーブル、または、KEYコネクタが外れていると表示され
ます。
電源をオフにするとメッセージは消えます。
正しく接続してから電源をオンにしてください。

切削中、スピンドルやX/Y/Z軸に負荷がかかり過ぎたとき、本機は自動停止します。
このとき左のメッセージが表示されます。
電源をオフにするとメッセージは消えます。
過負荷の原因としては、「材料の硬度が高すぎた」、「切り込み量が大きすぎた」、
「送り速度が速すぎた」、「切削粉が動作を妨げている」などが考えられます。切削
条件の変更や本体の掃除等によって過負荷の原因を排除してください。

動作中にスピンドルカバー、または、安全カバーが開くと表示されます。
　SP: スピンドルカバー SFTY: 安全カバー
電源をオフにするとメッセージは消えます。
カバーを閉めてから電源をオンにしてください。

待機中にスピンドルカバーが開くと表示されます。
　SP: スピンドルカバー
カバーを閉めるとメッセージが消えて、座標表示画面に戻ります。

メッセージ 内容

１０＞１ センサー モート゛      ��
　カーソル イト゛ウ シテクタ゛サイ�

センサーモードに入ると表示されます。

１０＞１　センサー　モート゛�
　センサーカ゛　セツソ゛クサレテイマセン�

センサーモードに入るとき、Z0センサーが接続されていないと表示されます。
メッセージが数秒間表示された後、前の画面に戻ります。
センサーモードに入る前に、Z0センサーを接続してください。

センサーモードでZ0が設定されると表示されます。

[キョリホセイ] の値を変更すると表示されます。
距離補正値は、設定後、電源を再投入すると変更されます。

加工データがデータバッファ許容量を超える場合で、そのデータの再加工を行おうと
したときに表示されます。加工データがバッファに入りきらないため、再加工を行う
ことができません。

データバッファに加工データが何もないとき、[COPY] キーを押して再加工しようと
すると表示されます。加工データを送ってから再加工してください。

ケイコク！�
ＳＰ　　　　カハ゛ー　カ゛　アイテイマス�

キョリホセイ　コウカ　ハ　テ゛ンケ゛ン　�
サイトウニュウコ゛　ニ　ハッセイシマス�

コヒ゜ー　テ゛キマセン　　　　　　　　　�
テ゛ータ　カ゛　アリマセン�

コヒ゜ー　テ゛キマセン　　　　　　　　　�
テ゛ータ　カ゛　オオキスキ゛マス�

１０＞１　センサー　モート゛�
　　　　　Ｚケ゛ンテンヲ　セットシマシタ�

ヒシ゛ョウ テイシ           �
ＥＸＴ１　コネクタカ゛　ハス゛レテイマス�

ヒシ゛ョウ　テイシ　　　　　　　　　　　�
ＳＰ／ＳＦＴＹ　カハ゛ーカ゛アイテイマス�

ヒシ゛ョウ　テイシ　　　　　　　　　　　�
モーター　ロック　　　　　ＸＹＺＳ�
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メッセージ 内容

[COPY] キーを押して再加工しようとしたときにスピンドルカバー、または、安全カ
バーが開いていると表示されます。
カバーを閉めると一時停止状態になります。再加工するには [ケイゾクスル]、再加工
を中止するには [チュウシスル] を選びます。

コヒ゜ー　テ゛キマセン　　　　　　　　　�
カハ゛ー　カ゛　ヒライテイマス�
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4-8 RML-1 コマンド一覧表

※1：-(223-1)～+(223-1)

コマンド　 書 式　 パラメータ 範 囲　【初期値】

@　Input Z1 & Z2 @ Z1, Z2 Z1 Z1の座標値 -10500～0  【0】

Z2　 Z2の座標値 0～+10500  【0】

H　HOME H なし 　

D　Draw D x1, y1, x2, y2, ..... , xn, yn xn, yn　 絶対座標　 ※1

M　Move M x1, y1, x2, y2, ..... , xn, yn xn, yn　 絶対座標　 ※1

I　Relative Draw I  Δx1, Δy1, Δx2, Δy2, ...... , Δxn, Δyn　 相対座標　 ※1

　　　　　　　　　　　Δxn, Δyn

R　Relative Move R  Δx1, Δy1, Δx2, Δy2, ...... , Δxn, Δyn　 相対座標　 ※1

　　　　　　　　　　　Δxn, Δyn

V　Velocity Z-axis V f f　 Z方向の送り速度　 0～85 [mm/sec] 【2 [mm/sec]】

F　Velocity X,Y-axis F f f　 XY方向の送り速度　 0～85 [mm/sec] 【2 [mm/sec]】

Z　Z Z x1, y1, z1, ..... , xn, yn, zn xn, yn,　 X,Y座標値　 ※1

zn Z座標値　 ※1

W　Dwell W t t　 ウェイトタイム　 0～32767 [msec] 【0 [msec]】

^　Call mode2 ^ [mode2][ﾊﾟﾗﾒｰﾀ]......

　　　　　　　　[ﾊﾟﾗﾒｰﾀ][ﾀｰﾐﾈｰﾀ(;)]

mode 1

コマンド　 書 式　 パラメータ 範 囲　【初期値】

DF　Default DF ;なし

IN　Initialize IN ; なし 　

PA　Plot Absolute PA x1, y1(, x2, y2......., xn, yn) ; xn, yn 絶対XY座標　 ※1

PA ;

PD　Pen Down PD x1, y1(, x2, y2......., xn, yn) ; xn, yn　 XY座標　 ※1

PD ;

PR　Plot Relative PR Δx1,Δy1(,Δx2,Δy2......., Δxn, Δyn　 相対XY座標　 ※1

　　　　　　　　　　　Δxn,Δyn) ;

PR ;

PU　Pen Up PU x1, y1(, x2, y2......., xn, yn) ; xn, yn　 XY座標　 ※1

PU ;

VS　Velocity Select VS s ; s　 送り速度 (XY方向)　 0～85 [mm/sec] 【2 [mm/sec]】

mode 2
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コマンド　 書 式　 パラメータ 範 囲　【初期値】

!DW　Dwell !DW  t  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] t ウェイトタイム 0～32767 【0】

!MC　Motor Control !MC  n  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] n スピンドルモータの -32758～32767 【回転する】　

!MC  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] 　　　　　　　　　ON/OFF切り替え

!NR　Not Ready !NR  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] なし

!PZ　Set  Z1&Z2 !PZ  z1(, z2)  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] z1 切り込み量 (Z1点) -10500～0 【0】　

z2 工具の空送り位置 (Z2点) 0～10500 【0】

!RC　Revolution !RC  n  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] n スピンドルモータの 0～15

　　　　　　　　　　　　　回転数

!VZ　Velocity Select Z-axis !VZ  s  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] s　 送り速度 (Z軸方向) 0～85 [mm/sec] 【2 [mm/sec]】

!ZM　Z-axis Move !ZM  z  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] z　 Z座標値　 -10500～0

!ZO　Set Z0 !ZO  z  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] z　 Z座標値 (機械座標系)　 -10500～0

!ZZ　XYZ Axis !ZZ  x1, y1, z1, ..... , xn, yn　 XY座標値　 ※1

　　　　　Simultaneous Feed  xn, yn, zn  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] zn　 Z座標値　 ※1

!ZE　Extention Axis Move !ZE  Xx1, Yy1, Zz1, Aa1, Xx2..... , XY, Z, A　 軸名 (アルファベット)　　 A～Z もしくは a～z

 Xxn, Yyn, Zzn, Aan  [ﾀｰﾐﾈｰﾀ] xn, yn, 　 座標値　 ※1

zn, An

mode 1, mode 2 共通命令
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命令・機能 書式 パラメータ 範囲　【】内は初期値 解説

ハンドシェークモードコマンド

ESC .B [ESC].B なし 現在の空きバッファ容量(バッファ残量)をコンピュー

　ﾊﾞｯﾌｧ残量要求命令 タに出力する。

ESC .M [ESC].M<P1>;<P2>; P1: ﾃﾞｨﾚｲﾀｲﾑ 0～32767(msec) ハンドシェーク出力仕様の設定。

　ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ出力仕様 <P3>;<P4>;<P5>;<P6>: 【0(msec)】

　の設定命令(1) P2: ｱｳﾄﾌﾟｯﾄﾄﾘｶﾞｷｬﾗｸﾀ 【0(何も設定されない)】

P3: ｴｺｰﾀｰﾐﾈｰﾀ 【0(何も設定されない)】 注：<P4><P5>を両方とも設定した場合は、

P4: ｱｳﾄﾌﾟｯﾄﾀｰﾐﾈｰﾀ 【13([CR])】 　　<P6>は0に設定すること。<P6>を設定した

P5: ｱｳﾄﾌﾟｯﾄﾀｰﾐﾈｰﾀ 【0(何も設定されない)】 　　場合は、<P5>は0に設定すること。

P6: ｱｳﾄﾌﾟｯﾄｲﾆｼｴｰﾀ 【0(何も設定されない)】

ESC .N [ESC].N<P1>;<P2>; P1: ｲﾝﾀｰｷｬﾗｸﾀﾃﾞｨﾚｲ 0～32767(msec) インターキャラクタディレイの設定。

　ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ出力仕様 <P3>;･････;<P11>: 【0(msec)】 また､Xon/Xoffハンドシェークを行う場合の

　の設定命令(2) P2～P11: 【すべて0 Xoffｷｬﾗｸﾀを設定。

　Xoffｷｬﾗｸﾀ (何も設定されない)】

　(Xon/Xoffの場合)

　ｲﾐﾃﾞｨｴﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽｷｬﾗｸﾀ

　(ENQ/ACKの場合)

ESC .H [ESC].H<P1>;<P2>; P1: ﾃﾞｰﾀﾌﾞﾛｯｸのﾊﾞｲﾄ数 0～15358(ﾊﾞｲﾄ) <P2>で設定したENQキャラクタを受け取ると、

　ENQ/ACK ﾊﾝﾄﾞ <P3>;････････;<P12>: 【80(ﾊﾞｲﾄ)】 <P1>で設定された値とバッファ残量を見比べ、

　ｼｪｰｸ･ﾓｰﾄﾞ1の P2: ENQｷｬﾗｸﾀ 【0(何も設定されない)】 バッファ残量の方が大きい場合、<P3>で設定し

　設定 P3～P12: 【すべて0 たACKキャラクタをホストに返す。

　ACKｷｬﾗｸﾀ (<P2>が (何も設定されない)】 全くパラメータを付けない場合([ESC].H:) は、

　設定された場合のみ) ダミーハンドシェークを行う。

4-9 デバイスコントロールコマンド

デバイスコントロールコマンドはRS-232Cによるコンピュータとの通信手順を決めたり、コンピュータに本機の状態を知
らせたりするために使われます。また一部 RML-1 コマンドの出力仕様などを設定するものもあります。
デバイスコントロールコマンドは、 ESC (1Bh)と”．”とアルファベットの大文字1文字の計3文字で構成されています。
パラメータを持つコマンドと、パラメータを持たないコマンドがあります。
パラメータは省略可能で、パラメータとパラメータの区切りであるデミリタは”；”(セミコロン) が使われ、パラメータの
ない”；”はパラメータの省略を表します。パラメータを持つデバイスコントロールコマンドは、コマンドの終りを示す
ターミネータが必要です。ターミネータは”：”(コロン) が用いられ省略できません。
パラメータのないコマンドではターミネータは必要ありません。



93

Part 4　ユーザーズリファレンス

命令・機能 書式 パラメータ 範囲　【】内は初期値 解説

ESC .I [ESC].I<P1>;<P2>; P1: 0～15358(ﾊﾞｲﾄ) Xon/Xoffハンドシェーク、ENQ/ACKハンド

　Xon/Xoff <P3> ;････････;<P12>: 　ﾊﾞｯﾌｧ残量の限界 【80(ﾊﾞｲﾄ)】 シェーク･モード2を行う場合に使用する。

　 　　ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ、 　(Xon/Xoffの場合) ダミーハンドシェークにすると、バッファ残量に

　ENQ/ACK 　ﾃﾞｰﾀﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｲﾄ数 (ENQ/ 関係なくENQキャラクタを受け取ると常に

　　ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ･ﾓｰﾄﾞ2 　ACK (ﾓｰﾄﾞ2) の場合) ACKキャラクタをホストに返す。

　の設定 P2: 【0(何も設定されない)】 全くパラメータを付けない場合([ESC].I:) は、

　ENQｷｬﾗｸﾀ (ENQ/ACK ダミーハンドシェークを行う。

　(ﾓｰﾄﾞ2) の場合)

　0に設定 (Xon/Xoffの

　場合)

P3～P12: 【すべて0

　Xonｷｬﾗｸﾀ (Xon/Xoffの (何も設定されない)】

　場合)

　ACKｷｬﾗｸﾀ (ENQ/ACK

    (ﾓｰﾄﾞ2)の場合)

ESC .@ [ESC].@<P1>;<P2>: P1: 無視される DTR信号 (RS-232Cｺﾈｸﾀ  20番ﾋﾟﾝ)を制御する。

　DTR制御命令 P2: DTR信号の制御 0～255　【1】 偶数 (例えば0) のとき、ハードワイヤハンド

シェークは行わずに、DTR信号は常にHigh状態に

なる。

奇数 (例えば1) のとき､ハードワイヤハンド

シェークを行いバッファ残量によってDTR信号を

制御する。

ステータスコマンド

ESC .O [ESC].O なし 本機の状態を、下表に示したコードでコンピュータ

　ﾊﾞｯﾌｧ､ﾎﾟｰｽﾞの に出力する。

　状態出力要求命令
ｺｰﾄﾞ 内容

0 バッファにデータがある

8 バッファエンプティ

16 バッファにデータがあり、かつポーズ

状態 (Pause On表示)

24 バッファエンプティで、かつポーズ

状態 (Pause On表示)
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命令・機能 書式 パラメータ 範囲　【】内は初期値 解説

ESC .E [ESC].E なし RS-232Cに関するエラーコード(下表参照) を

　RS-232Cのｴﾗｰ 出力し、エラーをクリアする。

　ｺｰﾄﾞ出力要求命令 同時にディスプレイに表示されているエラー表示

が解除される。

ESC .L [ESC].L なし このコマンドを受け取ると、本機はI/Oバッファの

　I/Oﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞ出力 大きさをコンピュータに出力します。通常1024を

　要求命令 出力します。

アボートコマンド

ESC .J [ESC].J なし 実行中のデバイスコントロールコマンドを中止

　ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾝﾄﾛｰﾙ命令 する。

　出力中止命令

ESC .K [ESC].K なし 現在動作中のRML-1コマンドを実行し､それ

　RML-1 以降のRML-1コマンドはすべて実行されず、

　ｺﾏﾝﾄﾞ中止命令 データバッファをクリアする。

ESC .R [ESC].R なし デバイスコントロールコマンドでの設定を全て

　ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾝﾄﾛｰﾙ初期 初期値に戻す。[ESC].Rを実行すると、以下の

　設定命令 デバイスコントロールコマンドを実行したとき

と同様。

　 　[ESC].J, [ESC].M:, [ESC].N:, [ESC].H:,

　 　[ESC].I, [ESC].@:

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ エラーの原因・対策

0 I/Oエラーは生じていない

10 原因: 出力要求コマンドを実行後、出力

が完了しないで他の要求コマンドが送

られた対策: 出力要求ｺﾏﾝﾄﾞによる本機

からの出力をコンピュータ側に読み込

んでから、次の要求コマンドを送るよ

うにする

11 原因: デバイスコントロールコマンドの

誤りが生じた

対策: プログラムを修正する

13 原因: パラメータがオーバーフローした

対策: プログラムを修正する

14 原因: パラメータ数が多い、またはター

ミネータ ":" が送られなかった

対策: プログラムを修正する

15 原因: データ受信中にフレミングエラー､

パリティエラー、オーバーランエラー

を 生じた

対策: コンピュータと本機の通信条件

 (ボーレート､データビット長､ストップ

ビット長) を一致させる

16 原因: I/Oバッファがオーバーフローした

対策: ハードワイヤハンドシェークを行

っている場合は起こらないが､ソフトウ

ェアによるハンドシェークを行っている

場合､本機のバッファ残量をチェックし

てその残量以下のデータを送るように

する
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4-10 ディスプレイメニューフローチャート

　　　　　　　　　　　　　－＜ＥＮＤ＞－

＞１　ＥＮＧＬＩＳＨ
　２　ＪＡＰＡＮＥＳＥ

XYジクセッサク
ソクド

Zジクキリコミ
ソクド

XYジクイドウ
ソクド

ソクド
セッテイ

シュジクカイテン
スウ

テーブル／ツール
イドウ

Zジクアップ
ソクド

[ENTER][EXIT]

次のページへ続く

[EXIT]

電源オン

[ENTER]

　　　　　　ＭＤＸ－６５０
　　　Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ　Ｃｏｒｐ.

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

　モート゛　　　　：　ＲＭＬ－１
　スヒ゜ント゛ル　：　ハイ　トルク

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ

メインメニュー

　＞１　ソクト゛　セッテイ
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ
　　３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ
　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ
　　５　ト゛ウサ　セッテイ
　　６　シヨウ　コマント゛　ノ　ヘンコウ
　　７　セツソ゛ク　ホウホウ
　　８　シリアル　シ゛ョウケン
　　９　キョリホセイ
　１０　ソノタ　ノ　セッテイ
　１１　セルフ　モート゛
　１２　ロータリーセイキ゛ョ
　１３　オート　ツール　チェンシ゛ャー＊
　１４　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛
　　　　－＜ＲＭＬ／モテ゛リンク゛＞－

　１＞１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛
　　　２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛

　１－１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞

　１－２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞

　１－３　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞

　１－４　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞

　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞

　　　３　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛
　　　４　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛
　　　５　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

　３　＞１　ケ゛ンテン　イチヘ　イト゛ウ
　　　　２　ヒョウメン　イチヘ　イト゛ウ
　　　　３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ
　　　　４　セッサクフカサ　ヘ　イト゛ウ
　　　　５　ニケ゛タカサ　ヘ　イト゛ウ
　　　　６　ミキ゛オク　ヘ　イト゛ウ
　　　　７　ユーサ゛ーケ゛ンテン　ヘ
　　　　８　センター　イチヘ　イト゛ウ
　　　　９　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ
　　　１０　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

"RML-1" を選ぶ

[EXIT] キーを押しながら電源オン

[ENTER]

"JAPANESE" を選ぶ

[EXIT] ０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ
　　　(1 mm/s きざみ)

[ハイ トルク] が選ばれているとき: ３０００～１２０００　ＲＰＭ
[ハイ スピード] が選ばれているとき: ５０００～２００００　ＲＰＭ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100 RPM きざみ)

　　　＊MDX-650Aのみ

MDX-650A/650メニュー
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シュジクノ�
セイギョ�

ハンイガイ�
ドウサ�

スムージング�

ゲンテンイチノ�
ヘンコウ�

ドウサ�
セッテイ�

カソクド�

シリアルジョウケン�

セツゾク�
ホウホウ�

シヨウコマンドノ�
ヘンコウ�

次のページへ続く�

前ページからの続き�

[EXIT]

ストップ�
ビット�

データ�
ビット�

パリティ�
ビット�

ボーレート�

ハンド�
シェイク�

[EXIT]

　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　　　　　　＜ユーサ゛ー＞�

　５－１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　　　　　　　　　＜カイテン　スル＞�

　５＞１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　２　ハンイカ゛イ　ト゛ウサ�
　　　３　スムーシ゛ンク゛�
　　　４　カソクト゛�
　　　５　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－� 　５－２　ハンイカ゛イ　ト゛ウサ�

　　　　　　　　　　　　　＜ケイソ゛ク＞�

　５－３　スムーシ゛ンク゛�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

　５－４　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

　　６　シヨウ　コマント゛　ノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

　８＞１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　４　ホ゛ーレート�
　　　５　ハント゛　シェイク�
　　　６　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　８－１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１＞�

　８－２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜８＞�

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

　８－４　ホ゛ーレート�
　　　　　　　　　　　　　　＜９６００＞�

　８－５　ハント゛　シェイク�
　　　　　　　　　＜ハート゛　ワイヤー＞�

ユーサ゛ー / キカイ　ケ゛ンテン / チュウオウ�

カイテン　スル / カイテン　シナイ / �
カ゛イフ゛　セイキ゛ョ　ノミ�

ケイソ゛ク / イチシ゛　テイシ�

オン / オフ�

０.０５Ｇ / ０.１Ｇ / ０.３Ｇ�

モート゛１ / モート゛２ / シ゛ト゛ウ　ハンテイ�

シ゛ト゛ウ　ハンテイ / シリアル / ハ゜ラレル�

１ / ２�

７ / ８�

ナシ / キスウ / ク゛ウスウ�

４８００ / ９６００ / １９２００ / ３８４００�

ハート゛　ワイヤー / Ｘオン／オフ�
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センサー
モード

スピンドル
ユニット

ブザー

キョリ
ホセイ

ソノタノ
セッテイ

センサーノ
アツサ

シュジクカイテン
ジカン

前のページからの続き

[EXIT]

Xジク
ホセイ

Yジク
ホセイ

Zジク
ホセイ

[EXIT]

　９＞１　Ｘ　シ゛ク　ホセイ
　　　２　Ｙ　シ゛ク　ホセイ
　　　３　Ｚ　シ゛ク　ホセイ
　　　４　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

１０＞１　センサー　モート゛
　　　２　スヒ゜ント゛ル　ユニット
　　　３　フ゛サ゛ー
　　　４　センサ　ノ　アツサ
　　　５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン
　　　６　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

　９－１　Ｘ　シ゛ク　ホセイ
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞

　９－２　Ｙ　シ゛ク　ホセイ
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞

　９－３　Ｚ　シ゛ク　ホセイ
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞

１０－１　センサー　モート゛
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ

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

１０－３　フ゛サ゛ー
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞

１０－４　センサ　ノ　アツサ
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞

１０－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン

９９．９０～１００.１０　％
(0.01% きざみ)

９９．９０～１００.１０　％
(0.01% きざみ)

(MDX-650Aのみ)

９９．９０～１００.１０　％
(0.01% きざみ)

ハイ　トルク / ハイ　スヒ゜ート゛

オン / オフ

０～３００００　ｕｍ
(10 um きざみ)

メンダシセルフ
モード

[EXIT]

１１＞１　メンタ゛シ
　　　２　メインメニュー　ニ　モト゛ル

１１－１　メンタ゛シ
ヨロシイテ゛スカ？　［ＥＮＴＥＲ］

　　１２　ロータリー　セイキ゛ョ　

ロータリーセイキ゛ョ

　　１３　オート　ツール　チェンジ゛ャー

オートツールチェンシ゛ャー

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０
　Ｚ　　　１５００　　　５０００　ＲＰＭ

サ゛ヒョウヒョウシ゛
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[PAUSE]キーを押す�

X/Yジクセッサク�
ソクド�

ケイゾク�
スル�

Zジクセッサク�
ソクド�

チュウシ�
スル�

シュジクカイテン�
スウ�

Zジクニゲ�
ソクド�

X/Yジクイドウ�
ソクド�

[EXIT]

加工を中止する�

加工を続ける�
ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞�

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

[ハイ トルク] が選ばれているとき: ３０００～１２０００　ＲＰＭ�
[ハイ スピード] が選ばれているとき: ５０００～２００００　ＲＰＭ�
　　　　　　　　　　　(100 RPM きざみ)
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MDX-500メニュー

　　　　　　　　　　　　　－＜ＥＮＤ＞－�

＞１　ＥＮＧＬＩＳＨ�
　２　ＪＡＰＡＮＥＳＥ�

XYジクセッサク�
ソクド�

Zジクキリコミ�
ソクド�

XYジクイドウ�
ソクド�

ソクド�
セッテイ�

シュジクカイテン�
スウ�

テーブル／ツール�
イドウ�

Zジクアップ�
ソクド�

[ENTER][EXIT]

次のページへ続く�

[EXIT]

電源オン�

[ENTER]

　　　　　　ＭＤＸ－５００�
　　　Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ　Ｃｏｒｐ.

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

　モート゛　　　　：　ＲＭＬ－１�
　スヒ゜ント゛ル　：　ハイ　トルク�

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

メインメニュー�

　＞１　ソクト゛　セッテイ�
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ�
　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　５　ト゛ウサ　セッテイ�
　　６　シヨウ　コマント゛　ノ　ヘンコウ�
　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　８　シリアル　シ゛ョウケン�
　　９　キョリホセイ�
　１０　ソノタ　ノ　セッテイ�
　１１　セルフ　モート゛�
　１２　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛�
　　　　－＜ＲＭＬ／モテ゛リンク゛＞－�

　１＞１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�

　１－１　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

　１－２　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

　１－３　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

　１－４　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞�

　　　３　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　４　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　５　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　３　＞１　ケ゛ンテン　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　２　ヒョウメン　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　４　セッサクフカサ　ヘ　イト゛ウ�
　　　　５　ニケ゛タカサ　ヘ　イト゛ウ�
　　　　６　ミキ゛オク　ヘ　イト゛ウ�
　　　　７　ユーサ゛ーケ゛ンテン　ヘ�
　　　　８　センター　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　９　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ�
　　　１０　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

"RML-1" を選ぶ�

[EXIT] キーを押しながら電源オン�

[ENTER]

"JAPANESE" を選ぶ�

[EXIT] ０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

[ハイ トルク] が選ばれているとき: ３０００～１２０００　ＲＰＭ�
[ハイ スピード] が選ばれているとき: ５０００～２００００　ＲＰＭ�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100 RPM きざみ)
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シュジクノ�
セイギョ�

ハンイガイ�
ドウサ�

スムージング�

ゲンテンイチノ�
ヘンコウ�

ドウサ�
セッテイ�

カソクド�

シリアルジョウケン�

セツゾク�
ホウホウ�

シヨウコマンドノ�
ヘンコウ�

次のページへ続く�

前ページからの続き�

[EXIT]

ストップ�
ビット�

データ�
ビット�

パリティ�
ビット�

ボーレート�

ハンド�
シェイク�

[EXIT]

　　４　ケ゛ンテン　イチノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　　　　　　＜ユーサ゛ー＞�

　５－１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　　　　　　　　　＜カイテン　スル＞�

　５＞１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　２　ハンイカ゛イ　ト゛ウサ�
　　　３　スムーシ゛ンク゛�
　　　４　カソクト゛�
　　　５　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－� 　５－２　ハンイカ゛イ　ト゛ウサ�

　　　　　　　　　　　　　＜ケイソ゛ク＞�

　５－３　スムーシ゛ンク゛�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

　５－４　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

　　６　シヨウ　コマント゛　ノ　ヘンコウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

　８＞１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　４　ホ゛ーレート�
　　　５　ハント゛　シェイク�
　　　６　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　８－１　ストッフ゜　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜１＞�

　８－２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜８＞�

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

　８－４　ホ゛ーレート�
　　　　　　　　　　　　　　＜９６００＞�

　８－５　ハント゛　シェイク�
　　　　　　　　　＜ハート゛　ワイヤー＞�

ユーサ゛ー / キカイ　ケ゛ンテン / チュウオウ�

カイテン　スル / カイテン　シナイ / �
カ゛イフ゛　セイキ゛ョ　ノミ�

ケイソ゛ク / イチシ゛　テイシ�

オン / オフ�

０.０５Ｇ / ０.１Ｇ / ０.３Ｇ�

モート゛１ / モート゛２ / シ゛ト゛ウ　ハンテイ�

シ゛ト゛ウ　ハンテイ / シリアル / ハ゜ラレル�

１ / ２�

７ / ８�

ナシ / キスウ / ク゛ウスウ�

４８００ / ９６００ / １９２００ / ３８４００�

ハート゛　ワイヤー / Ｘオン／オフ�
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センサー�
モード�

スピンドル�
ユニット�

ブザー�

キョリ�
ホセイ�

ソノタノ�
セッテイ�

センサーノ�
アツサ�

シュジクカイテン�
ジカン�

前のページからの続き�

[EXIT]

Xジク�
ホセイ�

Yジク�
ホセイ�

Zジク�
ホセイ�

[EXIT]

　９＞１　Ｘ　シ゛ク　ホセイ�
　　　２　Ｙ　シ゛ク　ホセイ�
　　　３　Ｚ　シ゛ク　ホセイ�
　　　４　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

１０＞１　センサー　モート゛�
　　　２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�
　　　３　フ゛サ゛ー�
　　　４　センサ　ノ　アツサ�
　　　５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　６　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　９－１　Ｘ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�

　９－２　Ｙ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�

　９－３　Ｚ　シ゛ク　ホセイ�
　　　　　　　　　　＜１００.００　％＞�

１０－１　センサー　モート゛�
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ�

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

１０－３　フ゛サ゛ー�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

１０－４　センサ　ノ　アツサ�
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞�

１０－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン�

９９．９０～１００.１０　％�
(0.01% きざみ)

９９．９０～１００.１０　％�
(0.01% きざみ)

９９．９０～１００.１０　％�
(0.01% きざみ)

ハイ　トルク / ハイ　スヒ゜ート゛�

オン / オフ�

０～３００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

メンダシ�セルフ�
モード�

[EXIT]

１１＞１　メンタ゛シ�
　　　２　メインメニュー　ニ　モト゛ル�

１１－１　メンタ゛シ�
ヨロシイテ゛スカ？　［ＥＮＴＥＲ］�

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　１５００　　　５０００　ＲＰＭ�

サ゛ヒョウヒョウシ゛�
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[PAUSE]キーを押す�

X/Yジクセッサク�
ソクド�

ケイゾク�
スル�

Zジクセッサク�
ソクド�

チュウシ�
スル�

シュジクカイテン�
スウ�

Zジクニゲ�
ソクド�

X/Yジクイドウ�
ソクド�

[EXIT]

加工を中止する�

加工を続ける�
ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　セッサクソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：Ｚシ゛ク　キリコミソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　　２　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：ＸＹシ゛ク　イト゛ウソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：Ｚシ゛ク　アッフ゜ソクト゛�
　　　　　　　　　　＜　８５　ｍｍ／ｓ＞�

ホ゜ース゛：シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞�

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

０．５ / １～８５　ｍｍ／ｓ�
　　　(1 mm/s きざみ)

[ハイ トルク] が選ばれているとき: ３０００～１２０００　ＲＰＭ�
[ハイ スピード] が選ばれているとき: ５０００～２００００　ＲＰＭ�
　　　　　　　　　　　(100 RPM きざみ)
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-  MEMO  -
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