
ユーザーズマニュアル　3

NCコードを使って加工する

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
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はじめに

コマンド体系をNCコードに設定する

電源をONにして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。

ＥＮＴＥＲキー　ヲ　　　＞ＮＣ－ＣＯＤＥ�
　　　オシテクタ゛サイ　　－＜オワリ＞－�

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[NC-CODE]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　　　Ｓ５０　OＦＳ�

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�
　　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　基本的な操作方法

1-1　液晶ディスプレイを使った各種設定の操作

Part 11　　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　　　Ｓ５０　OＦＳ�

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�
　　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や表示する座標系を変え�
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、[Ｓ？？ ] を選び、 ダイヤルを回します。�
(スピンドルの実際の回転数は、表示されている数字を100倍�
したものです・例：Ｓ５０＝５０００ｒｐｍ )�
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�

MDX-650A/650の場合
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Part 1　基本的な操作方法

MDX-500の場合

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

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�
　　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�
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Part 1　基本的な操作方法

1-2　接続条件を設定する

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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Part 1　基本的な操作方法

1-3　ワーク座標系を設定する

ワーク座標系は、取り付けた切削材料を加工するための座標系です。材料の任意の位置に原点を設定します。
プログラムで想定している原点を本体側で設定します。設定の前にプログラムの内容をご確認ください。ここでは、次の4
つの場合に分けて説明します。

■ワーク座標が指定されていないとき
■G54～G59で指定されているとき
■G92で指定されているとき
■EXOFS(外部ワーク原点オフセット量)を指定するとき

ワーク座標が指定されていないとき

プログラムの中でワーク座標が指定されていないとき、本機で設定したワーク座標が利用されます。代用されるワーク座標
系は、G54です。
G54のワーク座標原点は、次のように設定します。ここでは、材料の左手前隅をワーク座標系の原点に設定する場合を想定
します。

1 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 ダイアルを回して工具を少しずつ移動します。

2 [JOG] キーを押して、画面の [*] を [X] , [Y] , [Z]
のいずれかに合わせます。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　・・・・・・・�

4 手順2と3を繰り返し、加工材料の左手前隅に工具の
先端を合わせます。
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Part 1　基本的な操作方法

5 [XY/A] (MDX-500の場合は[XY]キー) を押します。
右の画面が表示されます。

＞１　Ｇ５４（ＸＹ）　ノ　セット�
　２　Ｇ５５（ＸＹ）　ノ　セット�

6 ダイアルを回して [G54(XY) ノ セット] に矢印を合
わせ、 [ENTER] キーを押します。
現在の工具位置にXY軸の原点が設定されます。

7 [Z] キーを押します。
右の画面が表示されます。

8 ダイアルを回して [G54(Z) ノ セット] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。
現在の工具位置にZ軸の原点が設定されます。

＞１　Ｇ５４（ＸＹ）　ノ　セット�
　２　Ｇ５５（ＸＹ）　ノ　セット�

＞１　Ｇ５４（Ｚ）　ノ　セット�
　２　Ｇ５５（Ｚ）　ノ　セット�

＞１　Ｇ５４（Ｚ）　ノ　セット�
　２　Ｇ５５（Ｚ）　ノ　セット�

G54～G59で指定されているとき

ワーク座標がG54～G59で指定されているとき、プログラムに記述されているすべてのワーク座標を本機で設定します。
設定方法については、前項を参照してください。
前項には、G54の設定方法が書かれていますが、同様の設定方法で他のワーク座標も設定できます。
G54～G59についての詳しい説明は、「NCコードプログラマーズマニュアル」を参照してください。

G92で指定されているとき

G92は、現在の工具位置を任意の座標値に設定します。
通常は、ワーク座標の原点とする場所にツールを移動し、G92X0Y0Z0 を実行します。

プログラムを送る前に、プログラムで想定している出発点に工具を移動します。ここでは、ワークの左手前隅に工具を移動さ
せる場合を想定します。

Z

X

Y

20.0

10.0 15.0G92X20.0Y15.0Z10.0�
を実行すると、ここを�
原点とする座標系が設定�
されます。�

Z
X

Y
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Part 1　基本的な操作方法

1 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 ダイアルを回して工具を少しずつ移動します。

2 [JOG] キーを押して、画面の [*] を [X], [Y], [Z] の
いずれかに合わせます。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　・・・・・・・�

4 手順2と3を繰り返し、加工材料の左手前隅に工具の
先端を合わせます。

EXOFS (外部ワーク原点オフセット量) を指定するとき

G54の設定方法と同様です。
ダイヤルを回して [EXOFS ノ セット] に矢印を合わせ、 [ENTER] キーを押します。

MDX-650A/650をお使いの場合、設定した各座標系の座標値を表示させることができます。
座標表示画面で [JOG] キーを押し、 画面の [*] を右下の [OFS, G54～59] に合わせます。
ダイヤルを回して表示させる座標系を選び、 [ENTER] キーを押して確定します。
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Part 1　基本的な操作方法

1-4　加工データを送る

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。

ポスト処理について

汎用のCAMソフトウェアでプログラムを作った場合、加工機がサポートしているNCコードに書き直しすることがありま
す。この処理をポスト処理と呼びます。
ポスト処理とは、加工機でサポートされていないコードを無くし、目的の機器で実行できるプログラムへ変換することで
す。
本機へ出力するためのポスト処理については、次の「コード変換対応表」と「プログラムの記述について」を参照してくだ
さい。
設定方法については、お使いのCAMソフトウェアの説明書をご覧ください。

データを送る前に

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。

アーム

Zカバー

ヘッド

Tスロット
テーブル
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Part 1　基本的な操作方法

■コード変換対応表

＜変換前＞ ＜変換後＞
プログラムアドレス(O) O
サブプロM98のP(P) P
サブプロコール(M98) M98
サブプロリターン(M99) M99
プログラムエンド(M30) M30
工具径補正(D) D
X軸アドレス(X) X
Y軸アドレス(Y) Y
Z軸アドレス(Z) Z
A軸アドレス(A) A　＊回転軸ユニット(オプション)が取り付けられている場合のみ有効

■プログラムの記述について(参考)

プログラム(およびサブプログラム)の最初と最後に次のコードを記入してください。

% データスタート
G90G17G00Z? Z？にはワークに接触しない回避位置を設定
X0Y0 原点に移動(XY原点)
M03 主軸回転
・・・・
任意の加工プログラム
・・・・
G00Z? Z？にはワークに接触しない回避位置を設定
X0Y0 原点に復帰(XY原点)
M05 主軸停止
M02 プログラムエンド
% データエンド

注意事項

1 「NCコード プログラマーズマニュアル」に記載されているコードのみで構成してください。記載されていないコード
は無視されます。

2 クーラント制御のコードはサポートしていません。ただし、主軸回転の信号と連動してEXT2端子のオン／オフが制御
できます。(詳しくは「ディスプレイメニュー解説」を参照)

3 少数点の解釈は、本機側で設定します。プログラムで想定している解釈と同じ設定にしてください。[ジュウライガタ]
と[デンタクガタ]が選べます。

文字コードの選択

本機は、ASCII、ISO、EIAの文字コードに対応しています。
工場出荷時には文字コードの自動判別機能がオンになっているため、文字コードを選択する必要はありません。
ただし、加工データの受信時に「パリティエラー」が表示されたときは、文字コードを設定してください。設定方法につい
ては、「ディスプレイメニュー解説」を参照してください。
パリティエラーについての詳細は、エラーメッセージ一覧を参照してください。
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サブプログラムを利用するには...

サブプログラムを使ってプログラミングしたとき、メインプログラムの送付前にサブプログラムを本機へ登録する必要があ
ります。
メインプログラムで呼び出すサブログラムをすべて登録してください。登録しないと、加工中にエラーが表示されます。
サブプログラムはバッファ(一時記憶装置)に保存されるため、電源をオフにすると消去されます。
サブプログラムの登録方法は次の通りです。

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

3 右の画面が表示されます。

4 コンピュータを操作してサブプログラムを送りま
す。データの送付方法については、次項を参照して
ください。
プログラムの登録中は、右の画面が表示されます。

1 ダイアルを回して [サブプログラム] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

１０＞１　トウロク�
　　　２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�

＞１０　サフ゛　フ゜ロク゛ラム�
　１１　ソノタ　ノ　セッテイ�

１０－１　トウロク�
サフ゛フ゜ログラム　トウロク　カイシ�

5 サブプログラムを一つ送り終わると右の画面に変わ
ります。続けてサブプログラムを送るときは、
[EXIT] キーを押さずにそのまま送付を続けます。
[EXIT] キーを押したあとにサブプログラムを追加登
録することはできません。追加するには、追加分を
含めたすべてのサブプログラムを再度登録する必要
があります。

プログラムを実行するために必要なすべてのサブプ
ログラムを送り終わったら、[EXIT] キーを押しま
す。

１０－１　トウロク�
＊サフ゛フ゜ログラムヲ　トウロクチュウ�

１０－１　トウロク�
　シュウリョウ！　［ＥＸＩＴ］�

(データ受信中は [＊] が点滅します。)

すでにサブプログラムが登録してあったときは、右
の画面が表示されます。
新たなプログラムを登録するには、登録済みのプロ
グラムを消去する必要があります。消去するには、
[ENTER] キーを押します。

サフ゛フ゜ロク゛ラム　ノ　ショウキョ�
ヨロシイテ゛スカ？　［ＥＮＴＥＲ］�

プログラムを保存できるデータ容量は、メインプログラムとサブプログラムを合わせて 2 MB (2048
KB) までです。
サブプログラムのデータ領域は 0～1536 KB の範囲でかえることができ、全体のデータ容量からサブ
プログラムの容量を引いた残りがメインプログラムのデータ領域となります。(例えば、サブプログラ
ムに 1536 KB を設定した場合、メインプログラムは 512 KB です。)

サブプログラムを使って加工をするには、使用する全てのサブプログラムを登録する必要がありま
す。データ容量が足りずにサブプログラムを登録しきれないときは、次のページを参照してデータ容
量を増やしてください。
一方、メインプログラムが残りのデータ容量を超えても、送ったデータは加工できます。ただし、こ
の場合は [COPY] キーを押しても再加工することはできません。
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■データ容量が足りずにサブプログラムが登録しきれないときは...

データの送付中に右のエラーが表示されたとき、データ容量が足りずにサブプログ
ラムを格納しきれていません。データの送信を中止して、[EXIT]キーを押してくだ
さい。
容量を越えたときに送られたデータは、保存されずにすべて破棄されます。
サブプログラムを記憶するデータ容量を増やすには、次の手順で操作します。

2 ダイアルを回して [バショ ノ カクホ] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

3 右の画面が表示されるので、[ENTER] キーを押し
ます。

4 ダイアルを回してデータ容量を変え、[ENTER]
キーを押します。

1 ダイアルを回して [サブプログラム] に矢印を合わ
せ、[ENTER] キーを押します。

＞１０　サフ゛　フ゜ロク゛ラム�
　１１　ソノタ　ノ　セッテイ�

セ゛ン　ハ゛ッファヲ　ショウキョ　シマス�
ヨロシイテ゛スカ？　［ＥＮＴＥＲ］�

１０－２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�
　　　　　　　　＜　５１２　ＫＢｙｔｅ＞�

１０＞２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�
　　　３　メインメニュー　ニ　モト゛ル�

１０－１　トウロク�
トウロク　ハ゛ショカ゛　タリマセン．．．�
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NC用の通信ソフトを使う

NCプログラムの通信ソフトを使って本機にデータを送信するときは、次のように設定します。
プロトコルA対応の通信ソフトは使えません。プロトコルB対応でかつRS, CD信号による通信が可能な通信ソフトをお使い
ください。(DCコードには対応していません。)

文字コード 本機の設定と合わせます。
通信条件 本機の設定と合わせます。工場出荷時の設定は、ボーレート：9600、パリティビット：無し、

データビット：8、ストップビット：1 です。
DCコード 対応していません(X-ON/OFF含む)。ハード的なRS、CS信号による制御です。
TVチェック 対応していません。
送信バッファサイズ いくつに設定してもかまいません。
区切りコード(EOB) ISO、ASCIIが [LF]、EIAは [CR]

WindowsのMS-DOSプロンプトを使う

CAMソフトウェアやテキストエディタなどを使ってプログラムを入力し、"test.nc"のファイル名で保存したとします。こ
の場合、MSーDOSのコマンドラインから以下のように入力するとプログラムを加工機に送ることができます。書式はコン
ピュータによって異なりますので、詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照してください。

シリアル接続 C:¥> copy test.nc aux
パラレル接続 C:¥> copy test.nc prn

＊ シリアル接続の場合、コンピュータと本機の通信条件を同じ条件に設定してください。通信条件は次のように設定しま
す。

1 Windowsの [MS-DOS プロンプト] または [コマンドプロンプト] を起動します。
2 COM1ポートの通信条件を、

ボーレート ：9600
パリティビット ：無し
データビット ：8ビット
ストップビット ：1ビット

に設定するとき、次のように入力します。
C:¥WINDOWS> mode com1 baud=9600 parity=n data=8 stop=1

シリアル接続時のデータ待ちについて

シリアル接続のとき、微少な線分を多く含むデータを送ると加工の途中で動きが止まることがありま
す。このとき、本機は次の加工データが送られてくるのを待っています。
パラレル接続にかえてデータの転送速度をあげるか、荒削りの加工中に仕上げの加工データを送るな
どメモリに蓄えるデータ量を増やすと、中断を回避できることがあります。

加工データを送る
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回転数と送り速度をかえる

プログラムした回転数と送り速度を加工途中で調整することができます。調整できる項目は、次の通りです。

位置決めオーバーライド 本機の最高速度を100%とし、G00の動作速度を指定します。
切削オーバーライド プログラム (Fコード) で指定した送り速度に対する百分率を設定します。Fコードで指

定されるすべての送り速度に対して、その何％の送り速度で動作するかを設定します。
切削速度 送り速度を [mm/min.] 単位で指定します。加工再開後にFコードが指定されている場合

は、Fコードの指定速度が採用されます。
主軸の回転数 スピンドルモータの回転数を指定します。加工再開後にSコードが指定されている場合

は、Sコードの指定回転数が採用されます。

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。

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。

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�

ホ゜ース゛＞セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　セッサク　ソクト゛�

ホ゜ース゛：セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

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。

加工中にできること
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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。

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。
プログラムの実行を停止します。

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。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞チュウシ　スル�
　　　　　　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�

2 コンピュータからのデータ送信を中止します。

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。
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1-5　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。

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。

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 ダイアルを回して[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 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。

1 [EXIT] キーを押して、メインメニューを表示させま
す。

4 工具(刃物)を取り外します。

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ�

　＞３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ�
　　４　コウク゛ケイ�

　３＞　３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ�
　　　　４　Ｇ５４－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ�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＞１１　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ�
　　　１２　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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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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2-1　加工範囲について

Part 22　　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。
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-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

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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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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MDX-500の場合

MDX-500の最大動作範囲は、500 mm×330 mm×105 mm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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2-2　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�

加工の途中で送り速度と回転数をかえる

プログラムした回転数と送り速度を加工途中で調整することができます。調整できる項目は、次の通りです。

位置決めオーバーライド 本機の最高速度を100%とし、G00の動作速度を指定します。
切削オーバーライド プログラム (Fコード) で指定した送り速度に対する百分率を設定します。Fコードで指

定されるすべての送り速度に対して、その何％の送り速度で動作するかを設定します。
切削速度 送り速度を [mm/min.] 単位で指定します。加工再開後にFコードが指定されている場合

は、Fコードの指定速度が採用されます。
主軸の回転数 スピンドルモータの回転数を指定します。加工再開後にSコードが指定されている場合

は、Sコードの指定回転数が採用されます。

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。

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。

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。
プログラムの実行を停止します。

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。

ホ゜ース゛＞ケイソ゛クスル�
　　　　　　チュウシ　スル�

ホ゜ース゛＞チュウシ　スル�
　　　　　　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛�

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。

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

ホ゜ース゛＞セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　セッサク　ソクト゛�

ホ゜ース゛：セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

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。



26

Part 2　ユーザーズリファレンス

2-3　ディスプレイメニュー解説

記憶 解説

切削速度を本機側で調整します。プログラムのFコードで指定した
送り速度を100%として、百分率で設定します。切削速度で動作す
るすべてのコードに影響します。
プログラムを変更することなく、送り速度の微調整ができます。
ただし、設定値に関わらず、本機の最高速度や最低速度を超える
動作はできません。また、送り速度は60 mm/min.（1 mm/sec.）
単位で変化することに留意してください（ただし、最低速度は30
mm/min.まで設定可能です）。
一時停止中に設定することもできます。

する

0～200

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

100

1 ソクド オーバーライド

1-1  セッサク オーバーライド

　１－１　セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

1-2  セッサク ソクド

記憶 解説

切削速度の初期値を指定します。Fコードによる切削速度が指定さ
れていない状態で切削速度の動作指令が入力されたとき、この切
削速度で動作します。
一時停止中に設定することもできます。設定した速度で切削を再
開しますが、Fコードが指定された時点でFコードの指定速度に変
わります。

する

30, 60～
5100

設定範囲

60

ステップ

工場出荷時

120

　１－２　セッサク　ソクト゛�
　　　　　　　＜　１２０　ｍｍ／ｍｉｎ＞�

1-3  イチキメ オーバーライド

解説

位置決めの速度を制限します。工場出荷時には、本機の最高速に
設定されています。最高速を100%として、百分率で設定します。
位置決め速度で動作するコードにすべて適応されます。G00, G80,
G81, G82, G85, G86, G89に影響を及ぼします。
位置決め速度を制限するため、切削に要する時間が長くなりま
す。位置決め速度は、切削速度のリミット速度設定に制限を受け
ません。
一時停止中に設定することもできます。

　１－３　イチキメ　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

記憶

する

0～100

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

100
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記憶 解説

Sコードで回転数が指定されていない状態で主軸回転指令(M03)が
入力されたとき、この回転数で回転します。
一時停止中に設定することもできます。設定した回転数で切削を
再開しますが、再開後にSコードが指定されるとSコードの指定回
転数に変わります。

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)

2 シュジク カイテンスウ

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＞�

解説

指定した場所へ本機の最高速で移動します。ただし、〔EXOFS-Z
ヘ イドウ〕の場合は、次の速度になります。

(1) プログラムのFコードと、本機の〔セッサク オーバーライ
ド〕とで指定された速度

(2) 本機の〔セッサクソクド〕と〔セッサク オーバーライド〕と
で指定された速度

これらの両方で指定した場合は、最後に指定した方が有効になり
ます。

3 テーブル／ツール イドウ

解説

工具径補正で指定するオフセット量を登録します。
G10でオフセット量の登録がないオフセット番号をG41, G42(工
具径補正)で指定した場合、本機側の登録値を使用します。

4 コウグケイ

記憶

する

0～10000

設定範囲

10

ステップ

工場出荷時

0

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　１�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　２�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　３�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　３＞　１　ＥＸＯＦＳ－ＸＹヘ　イト゛ウ
　　　　２　ＥＸＯＦＳ－Ｚ　ヘ　イト゛ウ

　３　１７　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ
　　　１８　メインメニュー　ニ　モト゛ル
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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

工場出荷時

カイテンスル

5 ドウサ セッテイ

5-1 シュジク ノ セイギョ

5-2 デンタクガタ カイシャク

解説

「小数点指定」または「整数指定」した場合の、数値の解釈を選
択します。
[ナシ]は、「小数点指定」の数値をミリメートル または インチで
解釈し、「整数指定」の数値をミリメートル または インチの最小
単位で解釈します。
[F & IJKRXYZコード]、[Fコード]、[IJKRXYZコード]は、それぞ
れ選択したコードを常にミリメートル または インチで解釈しま
す。

5-3 シングル ブロック

解説

[オン]にすると、プログラムを1ブロック実行し、待機します。
[ENTER]キーを押すと、次の1ブロックを実行します。
プログラムの内容を確認しながら動作させることができます。シ
ングルブロック実行中に、シングルブロックのオン／オフの切り
替えはできません。

選択肢

カイテンスル,
カイテンシナイ ,

ガイブ セイギョ ノミ

記憶

する

工場出荷時

ナシ

選択肢

ナシ,
F & IJKRXYZコード ,

Fコード ,
 IJKRXYZコード

記憶

する

工場出荷時

オフ

選択肢

オン , オフ

5-4 オプショナル ブロック

解説

オプショナルブロックスキップは、プログラム内の任意のブロッ
クをスキップ(飛び越し)させる機能です。(NCコードプログラマー
ズマニュアルを参照)
[オフ]にすると、オプショナルブロックスキップを指定したブロッ
クはスキップされません。

記憶

する

工場出荷時

オン

選択肢

オン , オフ

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

　５－２　テ゛ンタクカ゛タ　カイシャク�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

　５－３　シンク゛ル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オフ＞�

　５－４　オフ゜ショナル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�
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5-5 ホセイ タイプ

解説

工具径補正開始時または終了時に「外側を通る」場合のプログラ
ム経路を選びます。
一例として、工具径開始時の「鋭角的に外側を通って直線から直
線に移動する」場合を示します。詳しくは、NCコードプログラ
マーズマニュアルを参照してください。

記憶

する

工場出荷時

タイプA

選択肢

タイプA, タイプB

5-7 カソクド

解説

ツールおよびテーブルを動かすときの加速度を選びます。
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。

記憶

する

工場出荷時

0.3

選択肢

0.05, 0.1, 0.3

　５－５　ホセイ　タイフ゜�
　　　　　　　　　　　　＜タイフ゜　Ａ＞�

　５－７　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ�
された�
経路� 工具の中心が�

通る経路�

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ�
された�
経路� 工具の中心が�

通る経路�

開始�
位置�

ｵﾌｾｯ�
ﾄ量�

45°

45°
開始�
位置�

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ�
された�
経路� 工具の中心が�

通る経路�

ｵﾌｾｯ�
ﾄ量�

ｵﾌｾｯ�
ﾄ量�

a

a

5-6 プログラム バンゴウ

解説

プログラム番号およびシーケンス番号の桁数を選びます。
プログラムで採用した桁数を選んでください。プログラムで指定
した桁数と本機で設定した桁数が異なると、意図しない動作をし
たり、エラーが発生したりします。
サブプログラムを使うときは、利用するすべてのプログラムで桁
数を統一する必要があります。桁数指定の異なるプログラムを同
時に実行してはいけません。
プログラム番号およびシーケンス番号の指定方法については、NC
コードプログラマーズマニュアルのM98、O、Nの項目を参照して
ください。

記憶

する

工場出荷時

4 ケタ

選択肢

4 ケタ , 8 ケタ

　５－６　フ゜ロク゛ラム　ハ゛ンコ゛ウ�
　　　　　　　　　　　　　＜４　ケタ＞�
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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。

7 セツゾク ホウホウ

記憶

する

工場出荷時

ジドウハンテイ

選択肢

パラレル, シリアル ,
ジドウハンテイ

　　７　セツソ゛ク　ホウホウ�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

記憶 解説

通信条件のストップビットを設定します。する

工場出荷時

1

8 シリアル ジョウケン

8-1 ストップ ビット

8-2 データ ビット

解説

通信条件のデータビットを設定します。

選択肢

1, 2

記憶

する

工場出荷時

8

選択肢

7, 8

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

　８－２　テ゛ータ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　　＜８＞�

解説

受け取るプログラムの文字コードを選択します。[ジドウハンテイ]
は、ASCII, ISO, EIAのコードを自動判別します。通常は[ジドウハ
ンテイ]に設定しておきます。
[ジドウハンテイ]の設定で、うまく文字コードが判別できない場合
は、文字コードを指定してください。誤ったコードでプログラム
を受けると、予想できない動きをすることがあります。

6 シヨウ モジ コード

記憶

する

工場出荷時

ジドウハンテイ

選択肢

ASCII, ISO, EIA,
ジドウハンテイ

　　６　シヨウ　モシ゛　コート゛�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�
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解説

プログラムで指定した長さと実際に加工し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。

9 キョリホセイ

記憶

する

99.90～
100.10

設定範囲

0.01

ステップ

工場出荷時

100

　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　％＞�

8-4 ボーレート

解説

通信条件のボーレート(転送速度)を設定します。

記憶

する

工場出荷時

9600

選択肢

4800, 9600,
19200, 38400

8-5 ハンド シェイク

解説

通信条件のハンドシェイクの種類を設定します。

記憶

する

工場出荷時

ハードワイヤー

選択肢

ハードワイヤー ,
Xオン /オフ

　８－４　ホ゛ーレート�
　　　　　　　　　　　　　　＜９６００＞�

　８－５　ハント゛　シェイク�
　　　　　　　　　＜ハート゛　ワイヤー＞�

8-3 パリティ ビット

解説

通信条件のパリティチェックを設定します。

記憶

する

工場出荷時

ナシ

選択肢

ナシ , キスウ , グウスウ

　８－３　ハ゜リティ　ヒ゛ット�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�
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10 サブプログラム

10-1 トウロク

10-2 バショ ノ カクホ

解説

サブプログラムを登録します。
サブプログラムを使ってプログラミングしたとき、メインプログ
ラムをの送付前にサブプログラムを本機に登録する必要がありま
す。メインプログラムで呼び出すサブプログラムをすべて登録し
てください。登録しないと、加工中にエラーが表示されます。
プログラムを実行するために必要なすべてのサブプログラムを送
り終わったら、[EXIT]キーを押します。
サブプログラムはバッファ(一時記憶装置)に保存されるため、電源
をオフにすると消去されます。
サブプログラムについては、別冊の「NCコードプログラマーズマ
ニュアル」を参照してください。

解説

サブプログラムを登録するデータ容量を決めます。
登録中にデータ容量不足のエラーが表示されたときは、容量を増
やしてください。

記憶

する

0～1536

設定範囲

1

ステップ

工場出荷時

512

１０－１　トウロク�
サフ゛フ゜ログラム　トウロク　カイシ�

１０－２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�
　　　　　　　　＜　５１２　ＫＢｙｔｅ＞�
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解説

付属のZ0センサーを使って、EXOFS(外部ワーク原点オフセット
量)のZ軸シフト量を設定します。シフト量を変更すると、EXOFS
(Z) の設定値が変わります。

センサー モードに入る前に、Z0センサーを接続します。コードが
抜けかかっていたり、Z0センサーが接続されていないと、エラー
になります。

11 ソノタ ノ セッテイ

11-1 センサー モード

１１－１　センサー　モート゛�
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ�

ダイアルを回して、[ソノタ ノ セッテイ]に矢印に合わせ、
[ENTER]キーを押します。

＞１１　ソノタ　ノ　セッテイ�
　１２　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛�

ダイアルを回して、[センサー モード]に矢印に合わせ、[ENTER]
キーを押します。

１１＞１　センサー　モート゛�
　　　２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�

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

次の画面が表示されます。

１１－１　センサー　モート゛�
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ�
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11-2 スピンドル ユニット

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。

記憶

する

工場出荷時

ハイ トルク

選択肢

ハイ トルク,
ハイ スピード

11-3 ブザー

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。

記憶

する

工場出荷時

オン

選択肢

オン , オフ

１１－２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�
　　　　　　　　　　　　＜ハイ　トルク＞�

１１－３　フ゛サ゛ー�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

Z0センサーをEXOFSのZ軸シフト量を設定したい場所に置き、工
具の先端がZ0センサーに触れるまで移動してください。

工具がセンサーに触れると次のメッセージに変わり、シフト量が
設定されます。設定後、自動で工具があがります。

工具が止まるのを待って、Z0センサーを取り除いてください。

１１－１　センサー　モート゛�
　　　　　Ｚケ゛ンテンヲ　セットシマシタ�
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11-5 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「セットアップとメンテナンス」を参照してくだ
さい。)

１１－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン�

11-4 センサ ノ アツサ

解説

Z0センサーの厚みを設定します。付属のZ0センサーの厚みは、15
mm です。
Z0センサーの表面位置から、設定した厚みだけ工具の降りた位置
をZ軸の原点に設定します。
Z0センサーを置いた位置から、一定量だけ移動した位置にZ軸の
原点を設定することができます。例えば、Z0センサーを材料の表
面に置き、表面から 5 mm だけ上の位置にZ軸の原点を設定する場
合、厚みを[10000]と設定します。

記憶

する

0～30000

設定範囲

10

ステップ

工場出荷時*

15000

Z0センサーの厚みは、温度と湿度により微妙に変化します。精度
を要求される場合は、センサーの厚みを微調整するためにも使用
します。
切り込みの深さに影響するため、設定を間違えると工具が折れる
ことがあります。
*工場出荷時の設定値は、本体によって異なります。

１１－４　センサ　ノ　アツサ�
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞�

機械座標原点�

EXOFSのZ軸�
オフセット量�

加工材料�

Z0センサー�
5 mm

10 mm
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　　１３　オート　ツール　チェンシ゛ャー
　

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。

13 オート ツール チェンジャー（MDX-650Aのみ）

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�
　�

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。

14 ザヒョウ ヒョウジ

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　Ｓ５０　OＦＳ�

現在座標系を表示します。

主軸回転数を表示します。
実際の回転数は、表示を100倍したものです。

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０�
　Ｚ　　　　　　０　　　５０００　ＲＰＭ�

< MDX-500 >

< MDX-650A/650 >
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2-4　こんなときは

動作しない

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？

シングルブロックがオンになっていませんか？

コマンドにRML-1を選んでいませんか？

プログラムにサポートされていないコードを使って
いませんか？

文字コードの設定が間違っていませんか？

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。

シングルブロックをオンにしているときは、一つのブロックを
実行して停止します。
次のブロックを実行するには [ENTER] キーを押します。

コマンドをNCコード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。

サポートされていないコードは無視されます。
本機がサポートするNCコードについては、別冊の「NCコード
プログラマーズマニュアル」を参照してください。
汎用のCAMソフトウェアでプログラムを作ったときのポスト
処理については、本書の「加工データを送る－ポスト処理につ
いて」を参照してください。

プログラムの文字コードと同じ文字コードに設定してくださ
い。
「ジドウ ハンテイ」に設定して、うまく文字コードは判別でき
ないときは、文字コードを指定してください。
設定方法については、「ディスプレイメニュー解説－6 シヨウ
モジコード」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。
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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？

「1-2 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。
Windows の MS-DOSプロンプトを使ってファイルを送ると
き、MS-DOSプロンプトでコンピュータの通信条件を設定しま
す。設定方法については、本書の「加工データを送る－
WindowsのMS-DOSプロンプトを使う」を参照してくださ
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。

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。
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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�

2-5　エラーメッセージ一覧

本機になんらかのエラーが発生したとき、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。
エラーとなった場合、一時停止してエラー内容を表示します。[ENTER] キーを押すと、エラーメッセージが消えて一時停
止の画面に変わります。
エラーを無視してそのまま加工を続けられますが、お勧めできません。エラー発生後は正しく動作しないことがあります。
プログラムの実行を停止し、エラー箇所を修正してください。

エラーメッセージ 内容

パラメータの数値が指定できる範囲を越えています。または、円弧補間の半径やオフ
セット量が適切な数値ではありません。

パラメータのみが指定されています。パラメータを特定するコードが指定されていま
せん。

パラメータが指定されていません。

「認識できないコマンドが実行された」「円弧補間のモードで工具径補正を開始し
た」「工具径補正か工具長補正中に使用できないコマンドを実行した」のうちいずれ
かの場合に表示されます。

M98で指定したプログラム番号が見つかりません。

メインプログラムより4階層下のサブプログラムから、5階層目のサブプログラムを呼
び出そうとしています。

文字コードの自動判別に失敗したか、本機側で設定した文字コードと異なる文字コー
ドが送られてきたときに表示されます。
文字コードを再設定してください。

 ハ゜ラメータ　カ゛　フテキトウテ゛ス�

アト゛レス　カ゛　アリマセン�

ハ゜ラメータカ゛　アリマセン�

メイレイ　カ゛　シ゛ッコウ　テ゛キマセン�

フ゜ロク゛ラム　ハ゛ンコ゛ウ　カ゛�
ミツカリマセン�

サフ゛フ゜ロク゛ラム　ノ　タシ゛ュウ�
ヨヒ゛タ゛シ　カ゛　ハッセイ　シマシタ�

ハ゜リティ　エラー　テ゛ス�
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エラーメッセージ 内容

サブプログラムの数が、10を越えています。1つのデータに指定できるサブプログラ
ムは、10つまでです。エラーが発生すると、プログラムは実行されません。
プログラムの修正後、再転送してください。

プログラム中に、同じプログラム番号のサブプログラムがあります。1つのデータに同
じプログラム番号のサブプログラムを指定することはできません。エラーが発生する
と、プログラムは実行されません。
プログラムの修正後、再転送してください

サフ゛フ゜ロク゛ラム　ノ　トウロク　カ゛�
テ゛キマセンテ゛シタ�

サフ゛フ゜ロク゛ラム　ノ　タシ゛ュウ�
トウロク　カ゛　ハッセイ　シマシタ�

次の場合は、サブプログラムを登録したあとで、プログラムの整合性を解析したときに表示されます。
このとき、メッセージが2～3秒間表示されて元の画面に戻ります。プログラムを修正し、再転送してください。
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2-6　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

１１－１　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。

１１－１　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�

１１－１　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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2-7　ディスプレイメニューフローチャート

メインメニュー
　　　＊MDX-650Aのみ

　　　　３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ
　　　　４　Ｇ５４－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　５　Ｇ５５－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　６　Ｇ５６－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　７　Ｇ５７－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　８　Ｇ５８－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　９　Ｇ５９－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ

電源オン

セッサクオーバー
ライド

セッサク
ソクド

ソクドオーバー
ライド

シュジクカイテンスウ

テーブル／ツール
イドウ

イチキメオーバー
ライド

[ENTER]

[ENTER][EXIT]

次のページへ続く

[EXIT]

　　３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ
　　４　コウク゛ケイ
　　５　ト゛ウサ　セッテイ
　　６　シヨウ　モシ゛　コート゛
　　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　サフ゛　フ゜ロク゛ラム
　１１　ソノタ　ノ　セッテイ
　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゛
　　　　　　－＜ＮＣ／モテ゛リンク゛＞－

　　　　　　ＭＤＸ－６５０
　　　Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ　Ｃｏｒｐ.

ＥＮＴＥＲキー　ヲ　　　＞ＮＣ－ＣＯＤＥ
　　　オシテクタ゛サイ　　－＜オワリ＞－

　モート゛　　　　：　ＮＣ－ＣＯＤＥ
　スヒ゜ント゛ル　：　ハイ　トルク

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０
　Ｚ　　　１５００　　Ｓ５０　　ＯＦＳ

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ

　１＞１　セッサク　オーハ゛ーライト゛
　　　２　セッサク　ソクト゛

　２　シュシ゛ク　カイテンスウ
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞

　３＞　１　ＥＸＯＦＳ－ＸＹヘ　イト゛ウ
　　　　２　ＥＸＯＦＳ－Ｚ　ヘ　イト゛ウ

　１－１　セッサク　オーハ゛ーライト゛
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞

　　　３　イチキメ　オーハ゛ーライト゛
　　　４　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

　１－２　セッサク　ソクト゛
　　　　　　　＜　１２０　ｍｍ／ｍｉｎ＞

　１－３　イチキメ　オーハ゛ーライト゛
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞

　　　　　　　　　　　　　－＜ＥＮＤ＞－

＞１　ＥＮＧＬＩＳＨ
　２　ＪＡＰＡＮＥＳＥ

[EXIT] キーを押しながら電源オン

[ENTER]

"JAPANESE" を選ぶ

[EXIT] ０～２００％
(1% きざみ)

０～１００％
(1% きざみ)

３０ / ６０～５１００　ｍｍ／ｍｉｎ
　　(60 mm/min 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)

"NC-CODE" を選ぶ

　　　１０　Ｇ５４－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１１　Ｇ５５－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１２　Ｇ５６－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１３　Ｇ５７－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１４　Ｇ５８－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１５　Ｇ５９－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１６　ミキ゛オク　ヘ　イト゛ウ
　　　１７　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ
　　　１８　メインメニュー　ニ　モドル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

MDX-650A/650メニュー



44

Part 2　ユーザーズリファレンス

シュジクノ�
セイギョ�

デンタクガタ�
カイシャク�

シングル�
ブロック�

コウグケイ�

ドウサセッテイ�

プログラム�
バンゴウ�

オプショナル�
ブロック�

ホセイ�
タイプ�

シヨウモジ�
コード�

次のページへ続く�

前のページからの続き�

[EXIT]

ツールバンゴウ１�

ツールバンゴウ２�

ツールバンゴウ３�

[EXIT]

　４＞ツール　ハ゛ンコ゛ウ　１�
　　　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　２�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　１�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　２�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　３�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　　　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　３�
　　　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　５＞１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　２　テ゛ンタクカ゛タ　カイシャク�

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

　　　３　シンク゛ル　フ゛ロック�
　　　４　オフ゜ショナル　フ゛ロック�
　　　５　ホセイ　タイフ゜�
　　　６　フ゜ロク゛ラム　ハ゜ンコ゛ウ�
　　　７　カソクト゛�
　　　８　メインメニュ　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　５－２　テ゛ンタクカ゛タ　カイシャク�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

　５－３　シンク゛ル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オフ＞�

　５－４　オフ゜ショナル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

　５－５　ホセイ　タイフ゜�
　　　　　　　　　　　　＜タイフ゜　Ａ＞�

　５－６　フ゜ロク゛ラム　ハ゛ンコ゛ウ�
　　　　　　　　　　　　　　＜４　ケタ＞�

　　６　シヨウ　モシ゛　コート゛�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

ナシ/ Ｆ＆ IＪＫＲＸＹＺコート゛/ �
Ｆコート゛/ IＪＫＲＸＹＺコート゛�

オフ / オン�

オン / オフ�

タイフ゜　Ａ / タイフ゜　Ｂ�

４　ケタ / ８　ケタ�

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

ＡＳＣＩＩ / ＩＳＯ / ＥＩＡ / シ゛ト゛ウ　ハンテイ�

カソクド�
　５－７　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

０.０５Ｇ / ０.１Ｇ / ０.３Ｇ�
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キョリ�
ホセイ�

前のページからの続き�

X ジク�
ホセイ�

Y ジク�
ホセイ�

Z ジク�
ホセイ�

[EXIT]

シリアルジョウケン� 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]

セツゾク�
ホウホウ�

次のページへ続く�

　　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＞�

　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＞－�

　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　％＞�

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�

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)
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センサー
モード

スピンドル
ユニット

ブザー

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

前のページから続き

[EXIT]

１１＞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＞－

１１－１　センサー　モート゛
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ

１１－２　スヒ゜ント゛ル　ユニット
　　　　　　　　　　　　＜ハイ　トルク＞

１１－３　フ゛サ゛ー
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞

１１－４　センサ　ノ　アツサ
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞

１１－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン

ハイ　トルク / ハイ　スヒ゜ート゛

オン / オフ

０～３００００　ｕｍ
(10 um きざみ)

トウロク

バショノ
カクホ

サブプログラム

[EXIT]

１０＞１　トウロク
　　　２　ハ゛ショ　ノ　カクホ
　　　３　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

１０－１　トウロク
サフ゛フ゜ログラム　トウロク　カイシ

１０－２　ハ゛ショ　ノ　カクホ
　　　　　　　　＜　５１２　ＫＢｙｔｅ＞

０～１５３２ ＫＢｙｔｅ
(１ KByte きざみ)

　　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　チェンシ゛ャー　

オートツールチェンジャー

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０
　Ｚ　　　           ０　　　Ｓ５０　OＦＳ

サ゛ヒョウヒョウシ゛

(MDX-650Aのみ)
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[PAUSE]キーを押す�

セッサクオーバー�
ライド�

ケイゾク�
スル�

セッサク�
ソクド�

チュウシ�
スル�

シュジクカイテン�
スウ�

イチキメオーバー�
ライド�

[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�
　　　　　　セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　セッサク　ソクト゛�
　　　　　　イチキメ　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

ホ゜ース゛：セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

ホ゜ース゛：セッサク　ソクト゛�
　　　　　　　＜　１２０　ｍｍ／ｍｉｎ＞�

ホ゜ース゛：イチキメ　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

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

０～２００％�
(1% きざみ)

０～１００％�
(1% きざみ)

３０ / ６０～５１００　ｍｍ／ｍｉｎ�
　　(60 mm/min 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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　　　１０　Ｇ５４－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１１　Ｇ５５－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１２　Ｇ５６－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１３　Ｇ５７－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１４　Ｇ５８－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１５　Ｇ５９－Ｚ　ヘ　イト゛ウ
　　　１６　ミキ゛オク　ヘ　イト゛ウ
　　　１７　ヒタ゛リテマエ　ヘ　イト゛ウ
　　　１８　メインメニュー　ニ　モドル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

電源オン

セッサクオーバー
ライド

セッサク
ソクド

ソクドオーバー
ライド

シュジクカイテンスウ

テーブル／ツール
イドウ

イチキメオーバー
ライド

[ENTER]

[ENTER][EXIT]

次のページへ続く

[EXIT]
メインメニュー

　　　　　　ＭＤＸ－５００
　　　Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ　Ｃｏｒｐ.

ＥＮＴＥＲキー　ヲ　　　＞ＮＣ－ＣＯＤＥ
　　　オシテクタ゛サイ　　－＜オワリ＞－

　モート゛　　　　：　ＮＣ－ＣＯＤＥ
　スヒ゜ント゛ル　：　ハイ　トルク

＊Ｘ　　　　　　０　　Ｙ　　　　　　０
　Ｚ　　　１５００　　　５０００　ＲＰＭ

　＞１　ソクト゛　オーハ゛ーライト゛
　　２　シュシ゛ク　カイテンスウ

　１＞１　セッサク　オーハ゛ーライト゛
　　　２　セッサク　ソクト゛

　　３　テーフ゛ル／ツール　イト゛ウ
　　４　コウク゛ケイ
　　５　ト゛ウサ　セッテイ
　　６　シヨウ　モシ゛　コート゛
　　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　サフ゛　フ゜ロク゛ラム
　１１　ソノタ　ノ　セッテイ
　１２　サ゛ヒョウ　ヒョウシ゛
　　　　　　－＜ＮＣ／モテ゛リンク゛＞－

　２　シュシ゛ク　カイテンスウ
　　　　　　　　　＜　５０００　ＲＰＭ＞

　１－１　セッサク　オーハ゛ーライト゛
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞

　　　３　イチキメ　オーハ゛ーライト゛
　　　４　メインメニュー　ニ　モト゛ル
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－

　１－２　セッサク　ソクト゛
　　　　　　　＜　１２０　ｍｍ／ｍｉｎ＞

　１－３　イチキメ　オーハ゛ーライト゛
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞

　　　　　　　　　　　　　－＜ＥＮＤ＞－

＞１　ＥＮＧＬＩＳＨ
　２　ＪＡＰＡＮＥＳＥ

[EXIT] キーを押しながら電源オン

[ENTER]

"JAPANESE" を選ぶ

[EXIT] ０～２００％
(1% きざみ)

０～１００％
(1% きざみ)

３０ / ６０～５１００　ｍｍ／ｍｉｎ
　　(60 mm/min 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)

"NC-CODE" を選ぶ

　　　　３　ヒ゛ュー　イチヘ　イト゛ウ
　　　　４　Ｇ５４－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　５　Ｇ５５－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　６　Ｇ５６－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　７　Ｇ５７－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　８　Ｇ５８－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ
　　　　９　Ｇ５９－ＸＹ　ヘ　イト゛ウ

　３＞　１　ＥＸＯＦＳ－ＸＹヘ　イト゛ウ
　　　　２　ＥＸＯＦＳ－Ｚ　ヘ　イト゛ウ

MDX-500メニュー
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シュジクノ�
セイギョ�

デンタクガタ�
カイシャク�

シングル�
ブロック�

コウグケイ�

ドウサセッテイ�

プログラム�
バンゴウ�

オプショナル�
ブロック�

ホセイ�
タイプ�

シヨウモジ�
コード�

次のページへ続く�

前のページからの続き�

[EXIT]

ツールバンゴウ１�

ツールバンゴウ２�

ツールバンゴウ３�

[EXIT]

　４＞ツール　ハ゛ンコ゛ウ　１�
　　　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　２�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　１�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　２�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　４　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　３�
　　　　　　　　　　＜　　　　０　ｕｍ＞�

　　　ツール　ハ゛ンコ゛ウ　３�
　　　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　５＞１　シュシ゛ク　ノ　セイキ゛ョ�
　　　２　テ゛ンタクカ゛タ　カイシャク�

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

　　　３　シンク゛ル　フ゛ロック�
　　　４　オフ゜ショナル　フ゛ロック�
　　　５　ホセイ　タイフ゜�
　　　６　フ゜ロク゛ラム　ハ゜ンコ゛ウ�
　　　７　カソクト゛�
　　　８　メインメニュ　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

　５－２　テ゛ンタクカ゛タ　カイシャク�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜ナシ＞�

　５－３　シンク゛ル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オフ＞�

　５－４　オフ゜ショナル　フ゛ロック�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

　５－５　ホセイ　タイフ゜�
　　　　　　　　　　　　＜タイフ゜　Ａ＞�

　５－６　フ゜ロク゛ラム　ハ゛ンコ゛ウ�
　　　　　　　　　　　　　　＜４　ケタ＞�

　　６　シヨウ　モシ゛　コート゛�
　　　　　　　　＜シ゛ト゛ウ　ハンテイ＞�

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

０～１００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

ナシ/ Ｆ＆ IＪＫＲＸＹＺコート゛/ �
Ｆコート゛/ IＪＫＲＸＹＺコート゛�

オフ / オン�

オン / オフ�

タイフ゜　Ａ / タイフ゜　Ｂ�

４　ケタ / ８　ケタ�

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

ＡＳＣＩＩ / ＩＳＯ / ＥＩＡ / シ゛ト゛ウ　ハンテイ�

カソクド�
　５－７　カソクト゛�
　　　　　　　　　　　　　　＜０.３Ｇ＞�

０.０５Ｇ / ０.１Ｇ / ０.３Ｇ�
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キョリ�
ホセイ�

前のページからの続き�

X ジク�
ホセイ�

Y ジク�
ホセイ�

Z ジク�
ホセイ�

[EXIT]

シリアルジョウケン� 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]

セツゾク�
ホウホウ�

次のページへ続く�

　　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＞�

　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＞－�

　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　％＞�

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�

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)
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センサー�
モード�

スピンドル�
ユニット�

ブザー�

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�

前のページから続き�

[EXIT]

１１＞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＞－�

１１－１　センサー　モート゛�
　　カーソル　イト゛ウ　シテクタ゛サイ�

１１－２　スヒ゜ント゛ル　ユニット�
　　　　　　　　　　　　＜ハイ　トルク＞�

１１－３　フ゛サ゛ー�
　　　　　　　　　　　　　　　　＜オン＞�

１１－４　センサ　ノ　アツサ�
　　　　　　　　　　＜１５０００　ｕｍ＞�

１１－５　シュシ゛ク　カイテン　シ゛カン�
　　　　　　　　　　　　　０　シ゛カン�

ハイ　トルク / ハイ　スヒ゜ート゛�

オン / オフ�

０～３００００　ｕｍ�
(10 um きざみ)

トウロク�

バショノ�
カクホ�

サブプログラム�

[EXIT]

１０＞１　トウロク�
　　　２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�
　　　３　メインメニュー　ニ　モト゛ル�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

１０－１　トウロク�
サフ゛フ゜ログラム　トウロク　カイシ�

１０－２　ハ゛ショ　ノ　カクホ�
　　　　　　　　＜　５１２　ＫＢｙｔｅ＞�

０～１５３２ ＫＢｙｔｅ�
(１ KByte きざみ)

＊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�

セッサクオーバー�
ライド�

ケイゾク�
スル�

セッサク�
ソクド�

チュウシ�
スル�

シュジクカイテン�
スウ�

イチキメオーバー�
ライド�

[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�
　　　　　　セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　セッサク　ソクト゛�
　　　　　　イチキメ　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　シュシ゛ク　カイテンスウ�
　　　　　　　　　　　　　－＜オワリ＞－�

ホ゜ース゛：セッサク　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

ホ゜ース゛：セッサク　ソクト゛�
　　　　　　　＜　１２０　ｍｍ／ｍｉｎ＞�

ホ゜ース゛：イチキメ　オーハ゛ーライト゛�
　　　　　　　　　　　　　＜１００　％＞�

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

０～２００％�
(1% きざみ)

０～１００％�
(1% きざみ)

３０ / ６０～５１００　ｍｍ／ｍｉｎ�
　　(60 mm/min 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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