
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。

オートツールチェンジャー

ユーザーズマニュアル
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.安全にお使いいただくために

本機の取り扱いによっては、人に危害が及んだり、ものに損害を与えることがあります。これらを未然に防ぐため必ず
守っていただきたいことを、次のように説明しています。

このほか、加工機本体の説明書に記載のご注意も必ずお読みください。

警告.と. 注意.の意味

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

注意
取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定さ

れる内容を表しています。

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

図記号の例
.は、注意.( 危険、警告を含む ).を表しています。

具体的な禁止内容は、 .の中に描かれています。

左図の場合は、「感電注意」を表しています。

.は、禁止.( してはいけないこと ).を表しています。

具体的な禁止内容は、 .の中に描かれています。

左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

.は、強制.( 必ずすること ).を表しています。

具体的な強制内容は、 .の中に描かれています。

左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜け」を表しています。
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　安全にお使いいただくために

.正しく操作しないとけがをします

警告
この説明書の操作手順を必ず守る。取り扱い方法
を知らない人にはさわらせない。
取り扱いを誤ると、思わぬ事故の原因になります。

子供を近づけない。
子供にとって危険な場所や部品があり、けが、失明、
窒息など重大な事故の恐れがあります。

酒や薬を飲んでいるときや、疲れているときは、
作業しない。
適切な判断を要する作業があります。判断力が鈍る
と、思わぬ事故の原因になります。

きれいに片づけられた、明るい場所で作業する。
暗く散らかった場所は、つまずいた拍子に機械に巻
き込まれるなど、思わぬ事故の原因になります。

電源をオンにする前に、周囲の安全を確かめる。
動作エリア内に人がいないかなど、機械が動いて
も危険のないことを確認してください

用途以外の使い方や、能力を超える無理な使い方
をしない。
けがや火災の原因になります。

切れ味の落ちた切削工具は使わない。機械をよ
く手入れし、良好な状態で使用する。
無理な使用は火災やけがにつながります。

アクセサリ類（オプション品、消耗品、電源コー
ドなど）は、本機に適合する純正品を使用する。
適合しないものは、思わぬ事故の原因になります。

警告
清掃、メンテナンス、オプション品の着脱をする
ときは、電源コードを抜く。
通電したままでは、けがや感電の恐れがあります。

分解、修理、改造をしない。
火災、感電、けがの原因になります。修理は、専門
のサービスマンにお任せください。
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　安全にお使いいただくために

.はさみ込み、巻き込み、やけどなど危険な部位があります

.切削くずやワークは発火します／人体に害があります

警告
マグネシウムなどの燃えやすいものは、絶対に
切削しない
切削中に発火することがあります。

作業場所に火気を持ち込まない。
切削くずに引火する恐れがあります。粉状のものは
非常に燃えやすく、金属であっても燃えることがあ
ります。

削くずを掃除機で吸い取るときは、発火や粉塵爆
発に注意する。
一般の掃除機で細かい粉を吸うと、発火や爆発の恐
れがあります。掃除機メーカーにご確認ください。
判断できないときは、掃除機を使わず、ブラシ等で
掃除してください。

注意
防塵めがねやマスクを使用する。手に付いた切
削くずは、洗い流す。
切削くずが体内に入ると、健康を害する恐れがあ
ります。

警告
ネクタイ、ネックレス、だぶだぶの服を着けて作
業しない。長い髪はきちんと結ぶ。
機械に巻き込まれ、けがをすることがあります。

切削工具やワークは、しっかりと固定する。固定
後は、スパナなどの取り忘れがないか確認する。
さもないと、それらが勢いよくはじけ飛び、けがを
する恐れがあります。

はさみ込みや巻き込みに注意。
うっかりさわると、手がはさまれたり巻き込まれ
る場所があります。注意して作業してください。

警告
切削工具に注意。
切削工具は鋭くとがっています。けがに注意して
ください。

高温注意。
切削工具やスピンドルモータは熱くなります。火
災ややけどに注意してください。
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　安全にお使いいただくために

.ショート、感電、火災の恐れがあります

警告
屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所では使わ
ない。ぬれた手で触らない。
火災や感電の恐れがあります。

内部に異物を入れない。液体をこぼさない。
通気口からコインやマッチを差し込んだり、飲み物
をこぼすと、火災や感電の原因になります。もし
内部に入ってしまった場合は、すぐに電源コード
を抜き、当社コールセンターへご連絡ください。

近くに燃えやすいものを置かない。近くで可燃
性スプレーを使わない。ガスの充満する場所で
は使わない。
引火や爆発の恐れがあります。

切削油は使わない。
本機は、切削油を流せる構造にはなっていません。
油が機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがあ
ります。

警告
エアガンは使わない。
本機は、エアガンに対応していません。切削くずが
機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがありま
す。

火花、煙、こげた臭い、異音、異常な動作が発生
したら、すぐに電源プラグを抜く。部品が損傷し
ている場合は使用しない。
そのまま使うと、火災、感電、けがの恐れがありま
す。当社コールセンターへご連絡ください。
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　安全にお使いいただくために

.部品が吹き飛んだり、破裂する恐れがあります

警告
エアホースは、抜けないようしっかり接続する。
圧力のかかったホースが抜けると、むちのように飛
びはねて危険です。確実に接続してください。

清掃、メンテナンス、エアホースやオプション品
の着脱をするときは、圧縮空気の供給を絶ち、圧
力を抜く。
圧力がかかったままだと、部品が吹き飛び危険です。

長時間使わないときは、圧縮空気の供給を絶ち、
圧力を抜く。
万一の事故を未然に防ぎます。

エアホースは、指定の径で、十分な耐圧のあるも
のを使う。
さもないと、抜けたり破裂する恐れがあります。

供給する圧縮空気は、決められた範囲の圧力を守
る。
決められた圧力を超えると、破裂など重大な事故の
原因になります。

供給する圧縮空気には、水、油、薬品、異物の混
入がないこと。
部品が劣化して破裂したり、混入物が飛び散って害
になることがあります。

切削油、溶剤、薬品などのかかる場所では使わない。
部品が劣化し、圧縮空気の圧力で破裂する恐れがあ
ります。

直射日光の当たる場所では使わない。
部品が劣化し、圧縮空気の圧力で破裂する恐れが
あります。

警告
物をぶつけたり、衝撃を与えない。
部品が傷み、圧縮空気の圧力で破裂する恐れがあ
ります。

設置場所の温度は、決められた範囲を守る。ス
トーブを近くに置かない。
部品が劣化し、圧縮空気の圧力で破裂する恐れが
あります。

エアホースは、傷つけたり、無理に曲げたり、ね
じったりしない。劣化したものは使わない。
傷んだエアホースは、破裂する恐れがあります。
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　安全にお使いいただくために

切り口はまっすぐに

つぶれていないこと

傷や汚れのないこと

.エアホース先端（切り口）の注意

守らないと、空気がもれたり、抜けやすくなって危険です。また、一度外したホースの先端は切り落としてください。
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　安全にお使いいただくために

.警告ラベルについて

危険な場所がすぐわかるように、警告ラベルをはってあります。ラベルの意味は次の通りですので、必ずお守りください。
また、ラベルをはがしたり汚したりしないでください。

はさみこみ注意
動作中にさわると手や指をはさまれて
けがをします。
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取り扱い上のお願い

本機は精密機器です。性能を十分発揮するために次のことをお守りください。守られないと十分な性能を発揮できなかっ
たり、誤動作や故障の原因になります。

ATC ユニット

本機は精密機器です

○.衝撃や無理な力を加えないようていねいに取り扱ってください。

○.仕様の範囲内でお使いください。

○.切削くずはこまめに清掃してください。

○.マガジンカバーを手で無理やり動かすようなことはしないでください。

適切な場所に設置してください

○.決められた条件（温度や湿度など）の場所に設置してください。

○.静かで安定している条件のよい場所に設置してください。

○.シリコーン系物質（オイル、グリス、スプレーなど）の雰囲気中では使用しないでください。スイッチの接触不良の原因に

なります。

本機は熱くなります

○.通気のための穴を布などでおおったりテープでふさいだりしないでください。
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14 第 1章　はじめに

1-1　はじめに

本機の特長

○	当社MODELA	PRO Ⅱに ATC（オートツールチェンジャー）を追加するオプションユニットです。
○	ボルトオンで簡単に装着できます。
○	工具長補正機能、ツール長の自動計測機能により、長さの異なるツールの使い分けも容易です。
○	回転軸ユニットとの併用が可能です。

取り付け可能な機種

対応機種
○.MODELA.PRO Ⅱ.MDX-540S

○.MODELA.PRO Ⅱ.MDX-540

○	標準テーブル装着機、Tスロットテーブル装着機とも取り付け可能です。
○	回転軸ユニットとの併用が可能です。
○	コンプレッサなどの圧縮空気供給源が別途必要です。
○	圧縮空気供給源と本機をつなぐエアホースを別途ご用意ください。
○	ツールホルダは付属していません。別途ご用意ください。

取扱説明書の構成

本機の取り付けや操作をするには、まず加工機本体の取り扱い方法を知っておく必要があります。必ず加工機本体の取り
扱いをご理解いただいたうえで本書をお読みください。

本書では、次のことを説明しています。

○.本機の取り付け方

○.本機の調整方法、メンテナンス方法

○.本機によって追加される機能の説明

本書で説明していない事項に関しては、加工機本体に付属の説明書をご覧ください。

MDX-540SA および MDX-540A（ATC 付きモデル）の取扱説明書について

『MDX-540S/540 ユーザーズマニュアル』と本書をあわせてお読みください。本書では、ATC ユニットに関することだけ
を説明しています。加工機本体に関する基本的な事項は『MDX-540S/540 ユーザーズマニュアル』で説明しています。
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1-2　各部の名称と機能

外観図

ATC スピンドル

マガジン

Z 原点センサー

マガジンカバー

ストッカ

ケーブルホース

エアレギュレータ

コントロールボックス

エアホース
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1-2　各部の名称と機能

第 1 章　はじめに

VPanel

ATC ユニットを取り付けると、ATC ユニットに関係する項目が操作できるようになります。
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2-1　取り付け作業の前に

同梱品の確認

本機には次のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。

コントロールボックス.(*1)(*2) マガジンユニット.(*1) ATC スピンドル エアシリンダ

ベースプレート.(*3) Z 原点センサー.(*5) スペーサー.(*3)(*5) ストリッパボルト
（d8× L15.mm）× 2

キャップスクリュー
（M8× 20.mm）× 2.(*3)

キャップスクリュー
（M8× 16.mm）× 4

樹脂ネジ
（M4× 30.mm）× 3.(*3)(*5)（*6)

樹脂ネジ
（M4× 15.mm）× 3.(*4)(*5)（*6)

キャップスクリュー
（M4× 8.mm）× 2

六角レンチ
（6.mm、5.mm、3.mm） 結束バンド（大）×.3 ケーブル止め具×.3

ユーザーズマニュアル（本書）

MDX-540SA およびMDX-540A（ATC 付きモデル）の付属品について

○	MDX-540SA およびMDX-540A の場合、次のものはすでに本体に取り付けられています。コントロールボックス、マ
ガジンユニット、ATC スピンドル、エアシリンダ、ベースプレート、キャップスクリュー（M8×20	mm、M8×16	
mm、M4× 8	mm）、ストリッパボルト、結束バンド、ケーブル止め具。

○	次のものはMDX-540SA およびMDX-540A には付属していません。六角レンチ（6	mm）。
○	MDX-540SA と MDX-540A のその他の付属品に関しては、『MDX-540S/540 ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

*1	 マガジンユニットとコントロールボックスは、ケーブルでつながっています。ケーブル
を外すことはできません。

*2	 エアレギュレータの圧力計がまっすぐ上を向いていませんが、異常ではありません。
*3	 T スロットテーブル装着機では使用しません。
*4	 標準テーブル装着機では使用しません。

*5	 回転軸ユニット（ZCL-540）併用時には使用しません。	
*6	 プラスドライバで取り付けをしてください。
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2-1　取り付け作業の前に

第 2 章　取り付け方法

圧縮空気供給源の準備

警告	 圧縮空気の圧力は 1	MPa 以下とすること。
これを超えると、破裂など重大な事故の原因になります。

警告	 供給する圧縮空気には、水、油、薬品、異物の混入がないこと。
部品が劣化して破裂したり、混入物が飛び散って害になることがあります。

本機には圧縮空気が必要です。下記の条件に合う、コンプレッサなどの供給源をご用意ください。

○.空気圧力：0.7 〜 1.0.MPa

○.空気量：50.L/min

○.水、油、薬品、異物の混入がないこと。乾いた空気であること。

本機からの配管は次のとおりです。適合するエアホースをお使いください。

○.ホース外径：10.mm（ポリウレタン樹脂チューブ）

コンプレッサについて
○.圧縮空気への異物の混入を嫌いますので、オイルフリータイプを使用してください。

○.湿った空気はさびの原因になりますので、ドライヤー付きのものを使用してください。

○.安定した圧力が必要ですので、十分なタンク容量を持つものを選んでください。

○.必ず定期的にドレンを排出してください。

10.mm
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2-1　取り付け作業の前に

ツールホルダの準備

次の条件に合うツールホルダをご用意ください。

寸法

	 重さ
. エンドミル等を含め、350.g 以下としてください。

テーパーシャンク部

プルスタッド部

45
	

60
	

7 106.
5

4 M
6

28

17

13.5

C0
.5

R0
.5	
m
ax

R0
.5

C1

単位：mm

テーパシャンク
（JBS4002.15T.7/24 テーパ） φ 27.mm以下

プルスタッド
（JBS4002.15P.(45°).特殊）

φ 33.mm以下

φ 10.mm以下

17.mm以上（工具把握時）

110.mm以下

単位：mm

19
.0
50

27

7.
5

6.
5

M
6

15	min

5

21 27

11

5

1.5

1.5 -0.4
0

ゲージ面

7/24 テーパ

21	min

R0.5

60
	

2.5

± -0.4
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2-1　取り付け作業の前に

取り付け手順の概要

取り付け手順の概要です。本機の具体的な取り付け手順は、次節を参照してください。

加工機本体のセットアップ

○	加工機本体を設置し、ソフトウェアのインストールやコンピュータとの接続を済ませてください。
○	T スロットテーブル（オプション）は、ここで取り付けを完了してください。
○	安全カバー（オプション）は、ここではまだ取り付けないでください。

ATC ユニットの取り付け

本機を取り付けます。

回転軸ユニットの取り付け

回転軸ユニットを併用する場合は、ATC ユニットの後で取り付けてください。

取り付け作業のご注意
○.取り付けの前に、切削くずや取り付け面の汚れをきれいに清掃してください。部品の間に異物をはさみこんでしまうと、精

度が低下することがあります。

○.当て付けることで取り付け位置を決める部品がいくつかあります。当て付け方によっては精度が低下することがありますの

で、特に慎重に作業してください。

回転軸ユニットとの併用について

本機と回転軸ユニットとを併用する場合、先に本機を取り付けてから回転軸ユニットを取り付けてください。すでに回
転軸ユニットを取り付けてある場合は、いったん取り外す必要があります。

安全カバーの取り付けについて

安全カバー（オプション）をお使いになる場合、先に本機を取り付けてから安全カバーを取り付けてください。すでに
安全カバーを取り付けてある場合は、いったん取り外してください。

VPanel の設定について

本機を取り付けると、VPanel はそれを自動認識します。特にお客様で設定するものはありません。

ATC 付きモデルで必要な準備作業

MDX-540SA およびMDX-540A の場合、次の作業を行ってください。

○.「2-3.Step.2：マガジンユニットの取り付け」のうち、Z原点センサー取り付け作業（☞.P.25 または P.28）

○.「2-6.Step.5：圧縮空気の供給」の作業（☞.P.35）

その他の取り付け作業は、工場出荷時に完了しています。
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2-2　Step	1：コントロールボックスの取り付け

コントロールボックスの取り付け

手順

 加工機の準備をする。
①.手動送りで、テーブルを手前に移動する。
②.手動送りで、スピンドルヘッドを X軸の
中ほど、Z軸の最下位に移動する。
③.加工機を終了し、電源ケーブルを抜く。

警告：電源ケーブルを必ず抜くこと。さ
もないとけがの恐れがある。

 ①.ネジ 2本を取り外す。
②.そのネジでコントロールボックスを取り
付ける。

続けて「2-3	Step	2：マガジンユニットの取り付け」に進んでください。
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2-3　Step	2：マガジンユニットの取り付け

標準テーブルの場合

テーブルの種類によって取り付け方法が少し異なります。標準テーブルのままでお使いの場合は、次の手順で取り付け
てください。

手順

 ベースプレートを取り付ける。

 ベマガジンユニットを加工機の後方から引き入
れる。

 マガジンユニットを仮止めする。

キャップスクリュー
（M8× 20.mm）

軽く締める

キャップスクリュー
（M8× 16.mm）
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2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け

 ①.マガジンユニット底面の突起をベースプレートに当て付ける。
②.キャップスクリューを締めこむ。
突起の当て付けが悪いと正常にツール交換できません。慎重に位置決めしてください。

 ①.ネジを取り外す。
②.マガジンカバーを開き、緩衝材を静かに
引き抜く。
③.ゴムブッシュを取り外す。

 ①.さらにキャップスクリュー 2本で固定す
る。
②.マガジンカバーを静かに閉じる。

ベースプレート

ネジ

ゴムブッシュ

キャップスクリュー
（M8× 16.mm）

突起

緩衝材
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2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け

 回転軸ユニットなしの場合
Z原点センサーを取り付ける。

回転軸ユニットを併用する場合
Z原点センサーを取り付ける必要はありませ
ん。

 ケーブルベアを固定する。

続けて「2-4	Step	3：スピンドルとシリンダの取り付け」に進んでください。

キャップスクリュー
（M4× 8.mm）

ケーブルベア

樹脂ネジ
（M4× 30.mm）

穴をこちらに向ける

スペーサー
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2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け

T スロットテーブルの場合

テーブルの種類によって取り付け方法が少し異なります。Tスロットテーブル（オプション）を装着している場合は、
次の手順で取り付けてください。

手順

 マガジンユニットを加工機の後方から引き
入れる。

 ①.T スロットナットを溝に通す。
②.マガジンユニットを仮止めする。

T スロットナットは、Tスロットテーブルに付
属しています。

キャップスクリュー
（M8× 16.mm）

軽く締める
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2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け

 ①.マガジンユニット底面の突起を図のように当て付ける。
②.キャップスクリューを締めこむ。
突起の当て付けが悪いと正常にツール交換できません。慎重に位置決めしてください。

 ①.ネジを取り外す。
②.マガジンカバーを開き、緩衝材を静かに
引き抜く。
③.ゴムブッシュを取り外す。

突起

ネジ

ゴムブッシュ

緩衝材
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2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け

 ①.T スロットナットを溝に通す。
②.さらにキャップスクリュー 2本で固定す
る。
③.マガジンカバーを静かに閉じる。

 回転軸ユニットなしの場合
Z原点センサーを取り付ける。

回転軸ユニットを併用する場合
Z原点センサーを取り付ける必要はありませ
ん。

 ケーブルベアを固定する。

続けて「2-4	Step	3：スピンドルとシリンダの取り付け」に進んでください。

樹脂ネジ
（M4× 15.mm）

穴をこちらに向ける

キャップスクリュー
（M8× 16.mm）

キャップスクリュー
（M4× 8.mm）

ケーブルベア



29第 2 章　取り付け方法

2-4　Step	3：スピンドルとシリンダの取り付け

スピンドルとシリンダの取り付け

手順

 ①.モーターカバーを取り外す。
②.グロメットを取り外す。

 既存のスピンドルとスピンドルホルダを取
り外す。

スピンドルホルダ取り外しのご注意
スピンドルホルダとZレールスライダとの間に
は、薄いスペーサー（シム）がはさんであるこ
とがあります。これは取り外さず、元通りの位
置で再びはさんでください（手順 4）。このシ
ムは、スピンドル取付精度を向上させるための
ものです。

モーターカバー

グロメット

Zレールスライダ

シム：取り外さないこと
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2-4　Step 3：スピンドルとシリンダの取り付け

 エアシリンダを取り付ける。

 ①.ATC スピンドルにベルトを通しておく。
②.ATC スピンドルを取り付ける。キャップスクリューは図の順番で締め込む。
ベルトとキャップスクリューは手順 2で外したものを使います。

 プーリにベルトをかける。

ストリッパボルト
（d8× L15.mm）

ベルトの裏表
すべすべしている方を
内側にしてください。

軽く回して止まった
ところから、約 30°
締め込む。
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2-4　Step 3：スピンドルとシリンダの取り付け

プーリの
中央へ

プーリの
中央へ

 プーリを回してベルトをなじませながら、
ベルトを適正位置に持っていく。

続けて「2-5	Step	4：ケーブルの接続と固定」に進んでください。
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2-5　Step	4：ケーブルの接続と固定

ケーブルの接続と固定

手順

 マガジンにつながるケーブルを止め具で固定する。

 ケーブルホースを図のように引き回す。

①.ネジを取り外す。
②.ケーブルをはさみ、ネジを締める。

止め具の開き方

ケーブルホース

エアホース（中）

コネクタ
（エアシリンダ用）

エアホース（細）
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2-5　Step 4：ケーブルの接続と固定

第 2 章　取り付け方法

 ①.グロメットを取り外す。
②.コネクタ（エアシリンダ用）を穴から通す。
③.コネクタを接続する。

 エアシリンダのケーブルを止め具で固定す
る。

ケーブルが可動部に触れないよう注意してくだ
さい。

 エアホース（中）を接続する。

エアホースの着脱方法
接続：奥までしっかりさし込む

取り外し：リングを押し込みながら抜く

 ①.モーターカバーをもとの場所に取り付け
る。
②.グロメット 2つをもとの場所にはめ込む。

エアシリンダのケーブルは両側に通す

ジョイントは自由に
回転します

グロメット
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2-5　Step 4：ケーブルの接続と固定

 ①.ケーブル止め具を取り付ける。
②.2 本のエアホース（細）を接続する。
③.ホースを止め具で固定する。

ジョイントは自由に回転します。

 ケーブルホースを結束バンド（大）で固定する。

スピンドルが移動しても引っぱられることがな
いようにしてください。

 コネクタを加工機に接続する。

続けて「2-6	Step	5：圧縮空気の供給」に進んでください。

印のない方

印のある方
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2-6　Step	5：圧縮空気の供給

圧縮空気の供給

警告	 供給する圧縮空気の圧力は 1	MPa 以下とすること。
これを超えると、破裂など重大な事故の原因になります。

警告	 供給する圧縮空気には、水、油、薬品、異物の混入がないこと。
部品が劣化して破裂したり、混入物が飛び散って害になることがあります。

 ①.エアホースを取り付ける。
②.結束バンド（小）で固定する。

エアホースの着脱方法
接続：奥までしっかりさし込む

取り外し：リングを押し込みながら抜く

 圧縮空気を供給したら、接続部などから空
気が漏れていないか確認する。
次に、レギュレータのノブをゆっくり回し、
メータが 0.5 〜 0.65.MPa を示すよう調整す
る。

圧力調整のご注意
空気圧力の調整は、必ず 0.7.MPa 以下とし
てください。これを超えると故障の原因に
なります。

続けて「2-7	Step	6：ツール交換位置の調整」に進んでください。

圧縮空気

0.5 〜 0.65.MPa

圧縮空気供給源へ

結束バンド（小）
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2-7　Step	6：ツール交換位置の調整

ツール交換位置の調整

手順

 ①加工機を起動する。
②VPanel のメイン画面でATCの表示を確認
する。

 ストッカNo.1 にツールホルダをセットする。

セット方法は以下のページを参照してください。
. ☞.P.42「3-2.ツールホルダのセット」

 VPanel の〔オプション〕メニューから〔ATC
取付調整〕をクリック。

 警告：この操作で機械が動作する。操作
の前に、機械が動いても危険のないことを
確認すること。
〔検出開始〕をクリック。
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2-7　Step 6：ツール交換位置の調整

第 2 章　取り付け方法

 〔OK〕をクリックして調整は完了。

 加工機を終了する。

以上ですべての取り付け作業が完了しました。

再調整が必要なとき

次のような場合には、ツール交換位置の調整を再度行ってください。
○	スピンドルユニットやマガジンユニットを取り付け直したとき
○	設置環境が変わったとき

終了
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3-1　起動と終了

起動の方法

本機を取り付けると、加工機の起動手順が少し変わります。スピンドルがツールホルダをつかんだままの状態では、初
期動作に入ることができません。そのため、もしツールホルダをつかんだままなら、起動の始めにそれを放す必要があ
ります。ツールホルダをつかんでいなければ、起動手順は変わりません。

手順

 スピンドルカバーを閉じる。

 電源スイッチをオンにする。

 もしツールをつかんだままなら、ハンディ
パネルにこの画面が出る。

ON

ツールがワークに干渉している場合

ツールがワークに干渉している場合は、ハン
ディパネルの〔Z〕キーを押しながらMPG（ハ
ンドル）を時計回りに回すことでスピンドル
が上がります。
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 ①.ツールが落ちないよう手で支える。
②.ハンディパネルの〔CLEAR〕キーを押す。

ツールホルダを放すと通常の起動手順に戻ります。〔ENTER〕キーを押して初期動作させた後、VPanel を起動してください。

ハンディパネルがない場合の操作

電源スイッチをオンにした後、VPanel を起動してください。画面の指示に従って進むと、ツールホルダを強制リリース
する画面が出ますので、ここで放してください。
ハンディパネルも VPanel もない場合はツールホルダを放すことができず、従って起動もできません。

終了の方法

終了の前に、ツールホルダをマガジンに戻しておいてください。ツールホルダをつかんだまま終了するのは、なるべく
避けてください。
☞.P.45「3-3.手動ツール交換」
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3-2　ツールホルダのセット

ツールホルダをマガジンにセットする

マガジンとは、加工に使うツールホルダを格納しておく箱のことです。加工を始める前に、必要なツールホルダをセッ
トしておきます。

手順

 ①.スピンドルカバーを閉じる。
②.手動送りで、テーブルを手前いっぱいに
移動する。

 VPanel で〔ツール着脱〕アイコンをクリック。

 警告：この操作で機械が動作する。操作
の前に、機械が動いても危険のないことを
確認すること。
〔マガジンカバーを開ける〕をクリック。
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3-2　ツールホルダのセット

第 3 章　基本操作第 3 章　基本操作

 ストッカにツールホルダをセットする。

 〔マガジンカバーを閉じる〕をクリック。

 VPanel の表示を確認する。

加工に必要な本数だけセットすれば足ります。常に 4本でなければならないわけではありません。また、どれを何番の
ストッカにセットしても構いません。荒削り用はNo.1、中仕上げ用はNo.2.... など、分かりやすいようにご自分で決め
ておかれるとよいでしょう。

ツールホルダの戻り先にご注意

例えば、スピンドルがストッカNo.1 のツールホルダをつかんでいるとき、別のツールをNo.1 にはセットしないでくだ
さい。今つかんでいるツールホルダを戻せなくなってしまいます。本機は固定番地方式を採用していますので、ストッ
カNo.1 から取ったツールホルダは必ずNo.1 に戻ります。

ハンディパネルを使った操作

この操作はハンディパネルでもできます。
☞.P.61「第 6章　ハンディパネル」

ツールホルダをセットしたストッカに
表示が出ます。

奥までしっかりはめ込む

くぼみをこちらに
向ける
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3-2　ツールホルダのセット

第 3 章　基本操作

ストッカ番号について

ストッカには 1から 4の番号が付いています。
加工に使うツールは、すべてこのストッカ番号
で指示することになります。このため、どのツー
ルホルダを何番にセットするかを加工前に決め
ておくことが重要になってきます。

ストッカNo.4
ストッカNo.3
ストッカNo.2
ストッカNo.1
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3-3　手動ツール交換

手動操作でツールホルダをつかむ

ツール交換はコンピュータからの指令で自動的に行われますが、必要に応じて手動でもすることができます。ただし、
スピンドルカバーが開いているとき、加工動作中、一時停止中には操作できません。

手順

 スピンドルカバーを閉じる。

 VPanel で〔ツール着脱〕アイコンをクリック。

 警告：この操作で機械が動作する。操作
の前に、機械が動いても危険のないことを
確認すること。
①.ストッカ番号を選択。
②.〔交換〕をクリック。
③.戻すときは〔返却〕をクリック。

ハンディパネルを使った操作

この操作はハンディパネルでもできます。
☞.P.61「第 6章　ハンディパネル」
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4-1　工具長補正とは

工具長補正とは

長さの異なるツールと交換しても、加工時の刃先位置が変わらないようにする機能です。ひとつのワークに対し複数の
ツールを使い分けながら加工したいときに便利です。
ただし、これをするには、あらかじめ各ツールの長さを測り、補正値を登録しておく必要があります。以下の図は、ツー
ルホルダのゲージ面を基準とした場合の例です。

ツール長の自動計測機能

本機には、ツール長を自動で測る機能もあります。これを使うと補正値の登録までが一度にできますので、便利です。
☞.P.49「4-2.ツール長自動計測の方法」

補正値の決め方

ご自分でツール長を測る場合は、基準位置から
刃先までの距離を補正値とします。ただし、基
準位置をどこにするかをはっきり決めておきま
しょう。以下の図は、自分で基準工具を決め、
その刃先位置を基準とした場合の例です（この
場合、基準工具の補正値は 0とします）。
補正値にはプラス、マイナスがありますので注
意してください。刃先が基準位置より下にあれ
ばプラスに、上にあればマイナスにします。
☞.P.52「4-3.補正値を自分で入力する」

基準位置

工具長補正前

工具長補正後

ツール長 A

ツール長 B

ツール長 C

補正値 A 補正値 B 補正値 C

基準位置

プラスの補正値

マイナスの補正値
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4-2　ツール長自動計測の方法

ツール長の自動計測とは

ツールの長さを Z原点センサーを使って測り、補正値を自動で登録する機能です。複数のツールを一括で登録すること
ができます。

ご注意

ツール長の自動計測は、Z原点センサーおよびツールが切削くずなどで汚れていないことを確認のうえ行ってください。
これらが汚れていると、正しい計測ができずに目的通りの加工ができないことがあります。

自動計測の手順

手順

 ツールホルダをマガジンにセットする。

 Z 原点センサーにケーブルを接続する。

回転軸ユニットなしの場合　　　　　　　　　　　　　　回転軸ユニットを併用している場合
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4-2　ツール長自動計測の方法

 スピンドルカバーを閉じる。

 ①.VPanel で〔マガジン設定〕アイコンをク
リック。
②.〔全て計測〕をクリック。

 警告：この操作で機械が動作する。操作
の前に、機械が動いても危険のないことを
確認すること。
〔OK〕をクリック。

 ①.〔OK〕をクリックして計測は完了。
②.センサーケーブルを取り外す。

以上で補正値が登録され、工具長補正を開始する準備が完了しました。実際に工具長補正を使うには、以下のページを
参考にしてください。
☞.P.58「5-2.工具長補正の使用例（RML-1 モード）」

☞.P.59「5-3.工具長補正の使用例（NCコードモード）」

警告	 ツール長自動計測の後は、むやみに別のツールと差し替えないこと。
ツールの長さと補正値が対応しなくなり、予期せぬ深さまで切り込むことがあります。扱いを誤ると、ツールが折

れて勢いよく飛び出し、けがをする恐れがあります。
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4-2　ツール長自動計測の方法

ツールを素早く降下させるには

ツールがセンサーに触れるまで時間がかかる場合には、ハンディパネルのハンドルを左へ回してください。ただし、ツー
ルがセンサーに衝突しないよう十分ご注意ください。衝突してしまった場合は正確な検出ができませんので、初めから
やり直してください。

ハンディパネルを使った操作

この操作はハンディパネルでもできます。
☞.P.61「第 6章　ハンディパネル」
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4-3　補正値を自分で入力する

補正値の入力方法

ご自分でツール長を測った場合は、次の手順で補正値を登録してください。

手順

 VPanel で〔工具長補正〕アイコンをクリック。

 ①.補正値を入力する。
②.〔OK〕をクリック。

補正番号について

〔工具長補正〕ダイアログに表示の番号は、補正番号です。NCコードモードの場合、ストッカ番号と補正番号とが同じ
とは限りません。例えば、ストッカNo.1 に補正 No.2 を割り当てることもできますのでご注意ください。RML-1 モード
の場合は、ストッカ番号と補正番号の違いを意識する必要はありません。
☞.P.54「ストッカ番号と補正番号の対応」
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4-3　補正値を自分で入力する

ツール長自動計測の結果を微調整する

ツール長自動計測で得られた補正値は、必要に
応じて微調整することができます。自動計測の
結果は〔工具長補正〕ダイアログに反映されま
すので、ここで値を変更します。
☞.P.49「4-2.ツール長自動計測の方法」

補正値に対してツールが長いと、切り込みは意
図したものより深くなります。この場合は値を
増やします。逆に切込みが浅い場合は、値を減
らします。
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4-4　工具長補正の開始

工具長補正が開始されるとき

工具長補正が働くのは以下の場合です。いずれも登録された補正値に従って補正が働きます（補正値は〔マガジン設定〕
ダイアログで確認できます）。ただし、初期状態では補正値は 0になっており、何もしなければ補正は働きません。

RML-1 モード

RML-1 モードの場合、登録された補正値に従って常に補正が行われます。コンピュータからの指令あるいは手動ツール
交換のどちらでも、ツールをつかむ動作をすれば補正が行われます。

NC コードモード

NC コードモードでは、NCプログラムで補正開始の指令をしない限り補正は行われません。ただし、手動ツール交換の後、
手動送りをしている間だけは補正が働きます。

手動ツール交換における工具長補正

手動ツール交換によって補正が働いた結果、次のようなことが起こります。

手動送り

Z の座標表示は、工具長補正を加味したものになります。

RML-1 モードでの加工動作

ATC に対応していないアプリケーションソフト（自動でツール交換できないソフト）であっても、手動ツール交換でツー
ルをつかみ、加工をすることができます。このときでも工具長補正が働きます。ただし、NCコードモードではそうなり
ませんのでご注意ください。

ストッカ番号と補正番号の対応

RML-1 モード

ストッカ番号と補正番号の違いを意識する必要はありません。RML-1 モードの場合、ストッカ番号と補正番号とは常に
同じになります。

NC コードモード

NCコードモードの場合、ストッカ番号と補正番号の違いを明確に意識する必要があります。例えば、ストッカNo.1のツー
ルに対して補正No.2 で補正することもできます。両者をどう組み合わせるかは、すべてNCプログラムで指定します。

手動ツール交換

手動ツール交換の場合、ストッカ番号と補正番号とは常に同じになります。NCコードモードでも、ストッカNo.1 に補
正 No.2 を割り当てることはできません。
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5-1　加工範囲

ワークの大きさと固定位置

ワーク（切削材料）や治具などは、決まった範囲に収まるようにしてください。そこからはみ出すと稼動部とぶつかります。
ワークや治具を壊したり、故障の原因になりますので必ず守ってください。
警告：守らないと、折れたツールが勢いよく飛んでけがをする恐れがある。

標準テーブル
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5-1　加工範囲

実際に加工できる大きさ

動作ストロークいっぱいの大きさのものが作れるわけではありません。ツールを空送りするための「逃げ」が XYZ 方向
とも必要ですので、その分ワークを小さくしなければなりません。また一般に、削り込める深さはツールの長さで決ま
ります。深い切削をねらって長いツールを使うと、Z方向の逃げは少なくなり、やはりワークを小さくしなければなら
なくなります。

作りたいものの形や使用するツールによって加工できる大きさは変わってきます。事前に十分検討してから作業にかか
るようにしてください。
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5-2　工具長補正の使用例（RML-1 モード）

加工開始までの操作例

ここでは、ATC に対応したアプリケーションソフトを使い、複数のツールで加工するときのポイントについて説明します。

ツールのセット

荒削りで使うツール、仕上げに使うツール ... 等々を決め、マガジンにセットします。一度セットしたら加工が終わるま
で差し替えないことがポイントです。
☞.P.42「3-2.ツールホルダのセット」

補正値の登録

ツール長自動計測やその他の方法を使って補正値を登録します。
☞.P.47「第 4章　工具長補正」

アプリケーションソフトの設定

いつ、どのツールを使うかをストッカ番号で指定します。

Z 原点の設定

Z 原点設定は補正値の登録後がよいでしょう。マガジンにセットしたツールのうち、どれか 1本で設定すれば足ります。
詳しくは次項を参照してください。
☞.P.58「Z原点設定の例」

加工の開始

加工データを送ると、アプリケーションソフトで指定したツールがつかまれ、加工が始まります。このとき工具長補正
が働き、次のツールに交換後も切り込み深さは変わりません。

Z 原点設定の例

手順

 手動ツール交換でどれかのツールをつかむ。
補正値が登録済みのものであれば、どれをつかんでも構いません。

 つかんだツールで Z原点を設定する。
手動のカッター合わせでも、ツールセンサーを使う場合でも、同様です。

 ツールをマガジンに戻す。
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5-3　工具長補正の使用例（NC コードモード）

加工開始までの操作例

ここでは、NCプログラムを使い、複数のツールで加工するときのポイントについて説明します。

ツールのセット

荒削りで使うツール、仕上げに使うツール ... 等々を決め、マガジンにセットします。一度セットしたら加工が終わるま
で差し替えないことがポイントです。
☞.P.42「3-2.ツールホルダのセット」

補正値の登録

ツール長自動計測やその他の方法を使って補正値を登録します。
☞.P.47「第 4章　工具長補正」

NC プログラム側の指定

どのツールを使うかをストッカ番号で指定します。同時に、そのストッカ番号に割り当てたい補正番号も指定します。
NCプログラム次第でストッカNo.1 に補正No.2 を割り当てることもできますが、設定は複雑になります。通常は、ストッ
カNo.1 には補正No.1、ストッカNo.2 には補正No.2... を割り当ててください。
☞.『NCコードリファレンスマニュアル』

Z 原点の設定

Z 原点設定は補正値の登録後がよいでしょう。マガジンにセットしたツールのうち、どれか 1本で設定すれば足ります。
詳しくは次項を参照してください。
☞.P.60「Z原点設定の例」

加工の開始

加工データを送ると、アプリケーションソフトで指定したツールがつかまれ、加工が始まります。このとき工具長補正
が働き、次のツールに交換後も切り込み深さは変わりません。
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5-3　工具長補正の使用例（NC コードモード）

Z 原点設定の例

手順

 手動ツール交換でどれかのツールをつかむ。
補正値を登録済みのものであれば、どれをつかんでも構いません。

 つかんだツールで Z原点を設定する。
手動のカッター合わせでも、ツールセンサーを使う場合でも、同様です。

 ツールをマガジンに戻す。

Z 原点設定のご注意

上記の手順は、ストッカNo.1 に補正 No.1、ストッカNo.2 に補正 No.2... を割り当てる場合にのみ有効なものです。ストッ
カ番号と補正番号をばらばらにしたい場合でも、少なくとも 1本のツールは両者を同じにする必要があります。Z原点
設定は、ストッカ番号と補正番号が同じツールで行ってください。
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6-1　ハンディパネルに追加される機能

ハンディパネルに追加される機能

本機を取り付けると、ハンディパネルに次の機能が追加になります。

○.マガジンカバーの開閉

○.手動ツール交換

○.ツールの強制リリース

○.ツール長自動計測

本機を取り付けると、ハンディパネルはそれを自動認識します。特にお客様で設定するものはありません。
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6-2　ATC の手動操作

ATC の基本操作

ハンディパネルを使って、ATC の基本操作ができます。ただし、スピンドルカバーが開いているとき、加工動作中、一
時停止中には操作できません。
☞.P.39「第 3章　基本操作」

手順

 スピンドルカバーを閉じる。

 〔MENU〕キーを何度か押して〔ATC.TOOL.
MENU〕に入る。

 ハンドルで項目を選択。
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6-2　ATC の手動操作

 警告：この操作で機械が動作する。操作
の前に、機械が動いても危険のないことを
確認すること。
〔ENTER〕キーを押す。

もとの画面に戻るには、ハンドルで〔メイン ヘ モドル〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

選択項目について
○. ツール 1〜 4：ツールホルダをつかむ
○. ヘンキャク：ツールホルダをマガジンに戻す
○. マガジンカバー：マガジンカバーを開閉する
○. コウグチョウケイソク：ツール長自動計測を実行します。
○. キョウセイカイホウ：ツールホルダをその場で強制リリースします。ツールホルダが落下しますので、手で支えなが
 ら操作してください。

ツール長自動計測

この操作は、VPanel の〔マガジン設定〕ダイアログにある〔全て計測〕ボタンと同じです。ツール長自動計測について
の詳細は、以下のページを参照してください。
☞.P.49「4-2.ツール長自動計測の方法」
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7-1　日常のお手入れ

清掃

警告	 清掃、メンテナンス、エアホースやオプション品の着脱をするときは、圧縮空気の供給を絶ち、圧力を抜く。
圧力がかかったままだと、部品が吹き飛び危険です。

警告	 エアガンは使わない。
本機は、エアガンに対応していません。切削くずが機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがあります。

警告	 清掃に、ガソリン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使わない。
火災の原因になります。

警告	 清掃やメンテナンス時には電源コードを抜く。
通電したままでは、けがや感電の恐れがあります。

警告	 切削くずを掃除機で吸い取るときは、発火や粉塵爆発に注意する。
一般の掃除機で細かい粉を吸うと、発火や爆発の恐れがあります。掃除機メーカーにご確認ください。判断できな

いときは、掃除機を使わず、ブラシ等で掃除してください。

注意	 高温注意。
切削工具やスピンドルモータは熱くなります。火災ややけどに注意してください。

○	切削くずをこまめに清掃してください。切削くずが大量に積った状態での作業は、誤動作の原因になります。
○	指定箇所以外は注油しないでください。
○	シリコーンを含有しているオイル、グリス、スプレーなどは使用しないでください。スイッチの接触不良の原因にな
ります。

空気圧力の抜き方

警告	 清掃、メンテナンス、エアホースやオプション品の着脱をするときは、圧縮空気の供給を絶ち、圧力を抜く。
圧力がかかったままだと、部品が吹き飛び危険です。

まず圧縮空気の供給を止め、エアレギュレータ
下部のノブを少しずつゆるめます。このときド
レンが吹き出しますので、飛び散らないよう雑
巾などで受けてください。空気が抜けきったら、
ノブをもと通り締めておきます。
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7-1　日常のお手入れ

マガジンカバー内部の清掃方法

マガジンカバーを開き、内部に付着した切削くずを清掃します。マガジンカバーの開き方は、以下を参照してください。
☞.P.42「ツールホルダをマガジンにセットする」

ツールホルダや主軸端のお手入れ

切削くずや油分を十分に落としてからご使用
ください。さもないと、振れ精度に影響したり、
すべりが発生することがあります。
さびないようこまめにお手入れしてください。
皮脂などが付いた場合は、ウエスでよく拭き
取ってください。使わないときは、マシン油な
どでさびを防いでください。

空気圧力の調整

作業を始める前に、エアレギュレータのメータが規定内にあるかを確認し、必要に応じて調整してください。
☞.P.35「2-6.Step.5：圧縮空気の供給」

この部分が
さびないように
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7-1　日常のお手入れ

ゆるむ　　　　　　　　　　締まる

エアレギュレータのお手入れ

警告	 ボウルを外す前に、必ず空気圧力を抜く。
さもないと、破裂や飛散の恐れがあります。

警告	 ボウルの洗浄には中性洗剤を使う。ガソリン、アルコール、シンナーなどの溶剤は使わない。
溶剤を使うとボウルが劣化し、破裂する恐れがあります。

エアレギュレータにはフィルタが付いており、
次第にドレン（水やほこり）がたまってきます。
定期的にドレン抜きをしてください。まず圧縮
空気の供給を止め、エアレギュレータ下部のノ
ブを少しずつゆるめます。このときドレンが吹
き出しますので、飛び散らないよう雑巾などで
受けてください。ドレンを排出したら、ノブを
もと通り締めておきます。

ボウルの内部が汚れてきたときは、ボウルを外
し、中性洗剤で洗ってください。
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7-2　点検と保守

総稼働時間の確認

本機は、稼働時間を自動的にカウントしています。メンテナンス時期のめやすにしてください。
スピンドルが回転した時間を稼働時間とみなしています。

 .VPanel で〔動作設定〕アイコンをクリック。

 .〔加工機〕タブをクリック。

スピンドルの交換時期

ご使用状況によって異なりますが、交換時期のめやすはスピンドルモータ 8000 時間、スピンドルユニット 5000 時間です。
早めの点検と交換をお勧めします。
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7-3　こんなときは

長時間連続加工するときの注意

ツールホルダが外れなくなる現象について

ひとつのツールで長時間連続して加工すると、ツールがスピ
ンドルから外れなくなり、加工が中断することがあります。
この現象は、次の4つの条件が重なると発生しやすくなります。
○	切削負荷が大きいとき
○	エンドミルが比較的太いとき（おおむね 8	mm以上）
○	長時間（おおむね 24 時間以上）加工し続けたとき
○	ツールホルダをつかんだまま長時間放置したとき

予防方法

ひとつのツールでの連続加工時間が 24 時間を超えないよう
にしてください。また、ツールホルダをつかんだまま長時間
放置しないでください。

発生時の対処方法

ツールホルダが外れないとエラーとなり、加工は中断します。
この場合、次の手順で復帰してください。
1.	 加工機をいったん終了する。
2.	 加工機を起動し、ツールの強制リリースを試みる。
	 ☞	P.40「3-1	起動と終了」
3.	 外れない場合は、プラスチックハンマーや木槌でスピンド
ルユニット正面を軽くたたく。

対処後の確認

対処後、ストッカにツールホルダをセットしたら、本機がツー
ルホルダを正しく認識したか確認してください。VPanel のメ
イン画面に、セットしたツールが表示されれば正常です。

ATC が動作しない

ケーブルが加工機に接続されていますか？

ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。ま
た、接続は、加工機の電源オフにし、VPanel を終了した状態
で行ってください。

圧縮空気の圧力は正常ですか？

圧力が規定値に収まっているかどうかを確認してください。
☞.P.35「2-6.Step.5：圧縮空気の供給」

ツール交換に失敗する

ツールホルダはしっかりセットしてありますか？

ストッカにツールホルダをセットするときは、奥までしっか
りはめ込んでください。また、はめ込む位置が正しいか確認
してください。
☞.P.42「3-2.ツールホルダのセット」

ツール交換位置の調整を行いましたか？

調整がずれていると正常にツール交換できません。もう一度
調整をしてみてください。
☞.P.36「2-7.Step.6：ツール交換位置の調整」

マガジンユニットの取り付けは適切ですか？

マガジンユニットの取り付け位置がずれていると、正常に
ツール交換できません。取り付け位置を再確認してください。
☞.P.23「2-3.Step.2：マガジンユニットの取り付け」

エラーメッセージの対処

ここでは、本機を装着すると追加されるメッセージについて
説明しています。これ以外のメッセージは、加工機本体の説
明書を参照してください。

メッセージボックス

コンピュータにこのような画面が表示されたときは、次のように

対処してください。

ツールを把持したままです。

ツールをつかんだままでは起動できません。手順に従って
ツールを強制リリースしてください。
☞.P.40「3-1.起動と終了」

〔状態〕ボックス／ハンディパネルの表示

VPanel の〔状態〕ボックス、またはハンディパネルにメッセー

ジが表示されたときは、次のように対処してください。

* カッコ内はハンディパネルでの表示を示します。
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7-3　こんなときは

No.XXX ストッカにツールがあります　返却できません

（No.XXX ストッカニ　ツールガ　アリマス　ヘンキャク　デ
キマセン）
手動ツール交換のとき、ツールの戻り先に別のツールがセッ
トされていました。XXXはストッカ番号です。〔エラークリア〕
をクリックし、問題のツールをマガジンから取り出してくだ
さい。

No.XXX ストッカにツールがありません

（No.XXX ストッカニ　ツールガ　アリマセン）
手動ツール交換のとき、存在しないツールをつかもうとしま
した。XXX はストッカ番号です。〔エラークリア〕をクリッ
クし、やり直してください。

No.XXX ストッカにツールがありません　一時停止中 ...

（No.XXX ストッカニ　ツールガ　アリマセン　イチジテイシ
　チュウ）
RML-1 モードで加工しているとき、存在しないツールをつか
もうとしました。XXX はストッカ番号です。〔エラークリア〕
をクリックし、〔加工中止〕をクリックしてください。加工
中止の代わりに一時停止の解除をすると再開できますが、意
図しない動作をする可能性が高いためお勧めできません。

No.XXX ストッカにツールがありません　一時停止中 ...

（ハンディパネルには表示されません）
NCコードモードで加工しているとき、存在しないツールを
つかもうとしました。XXX はストッカ番号です。〔エラーク
リア〕をクリックし、〔加工中止〕をクリックしてください。
加工中止の代わりに一時停止の解除をすると再開できますが、
意図しない動作をする可能性が高いためお勧めできません。

ATC 空気圧異常

（ATC クウキアツ　イジョウ）
空気圧力が低下しています（手動ツール交換時）。空気圧力
を調整した後、〔エラークリア〕をクリックしてください。
+.P.35「2-6.Step.5：圧縮空気の供給」

ATC 空気圧異常　一時停止中 ...

（ATC クウキアツ　イジョウ　イチジテイシ　チュウ）
空気圧力が低下しています（加工動作時）。空気圧力を調整
した後、〔エラークリア〕をクリックしてください。復帰後、
一時停止を解除すると、加工が再開します。
☞.P.35「2-6.Step.5：圧縮空気の供給」

開けるとぶつかります　テーブルを手前に移動してください

（アケルト　ブツカリマス　テーブル　ヲ　テマエニイドウ
　シテクダサイ）

テーブルが後ろに移動した状態で、マガジンカバーを開こう
としました。安全カバーなどにぶつかるため、この状態では
開くことができません。しばらくするとメッセージは消えま
す。テーブルを手前に移動してから、もう一度操作してくだ
さい。
☞.P.42「3-2.ツールホルダのセット」

（ツールガ　アリマセン）

ツール長自動計測をしようとしたが、マガジンにツールが 1
本もありませんでした。マガジンにツールをセットしてから
やり直してください。
☞.P.49「4-2.ツール長自動計測の方法」

ツールセンサーが接続されていません

（ツールセンサーガ　ツナガッテ　イマセン）
検出中にセンサーのケーブルが外れました。〔エラークリア〕
をクリックし、検出をやり直してください。

ツールセンサーが見つかりません

（ツールセンサーガ　ミツカリマセン）
ツールがセンサーに届きませんでした。ツールの突き出し長
さや検出の開始位置を確認してください。〔エラークリア〕
をクリックし、検出をやり直してください。

ツールを把持してください

（ツール　ヲ　ハジシテクダサイ）
ツールをつかまないままで、ツールセンサーを使った Z原点
設定をしようとしました。〔エラークリア〕をクリックすると、
待機状態へ戻ります。ツールをつかんだ後、もう一度やり直
してください。

（ツールヲ　モッタママ　ナノデ　キョウセイ　リリース　シマ
ス）

ツールをつかんだままでは起動できません。手順に従って
ツールを強制リリースしてください。
☞.P.40「3-1.起動と終了」

マガジンカバーを閉じてください

（マガジンカバー　ヲ　シメテクダサイ）
マガジンカバーが開いたままで、機械の動く操作がされまし
た。しばらくするとメッセージは消えます。カバーを閉じて
から、もう一度操作してください。
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7-4　NC	コード仕様

本機の機械仕様に関わる項目

NC コードのうち、本機の機械仕様に依存するものについて
解説します。
☞.『NCコードリファレンスマニュアル』

工具長補正（G43）

G43 は、本機を装着した場合にのみ対応します。パラメータ
範囲は次の通りです。
パラメータ：number
機能：補正番号
エラーにならない範囲：0〜 4
有効範囲：0〜 4

工具選択（M06）

M06 は、本機を装着した場合にのみ対応します。パラメータ
範囲は次の通りです。
パラメータ：number
機能：ストック番号
エラーにならない範囲：0〜 4
有効範囲：0〜 4

主軸回転速度（S）

本機を取り付けた場合、Sのパラメータ範囲は次の通りにな
ります。
パラメータ：revolution	speed
機能：主軸の回転速度
エラーにならない範囲：-65535 〜 65535
有効範囲：400 〜 12000（rpm指定）
	 52 〜 82（数字コード指定）



73第 4章　工具長補正

7-5　ユニット仕様

寸法図

装着図（標準テーブル）
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7-5　ユニット仕様

（単位：mm）

装着図（Tスロットテーブル）
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7-5　ユニット仕様

おもな仕様一覧

ZAT-540

ツール収容数 4	本

最大ツール長 110	mm

最大ツール径 10	mm

最大ツール重量 350	g

ツールホルダ形式 テーパーシャンク：JBS4002	15T	7/24	
テーパプルスタッド：JBS4002	15P	(45° )	特殊

ツール選択方式 ダイレクトチェンジ式、固定番地指定

適応圧縮空気 0.7	〜	1.0	MPa、50	L/min	以上

スピンドル回転速度 400	〜	12000	rpm、ただし 400	〜	3000	rpm	は位置決め・芯出し用

重量 6.8	kg（スピンドル、マガジン、コントロールボックス等の総重量）

付属品 コントロールボックス、マガジンユニット、ATC	スピンドル、エアシリンダ、ベース
プレート、Z	原点センサー、スペーサー、キャップスクリュー、樹脂ネジ、六角レンチ、
結束バンド、ケーブル止め具、ユーザーズマニュアル

本機を装着すると、MX-540S/MDX-540 の X動作ストロークは次の通りとなります。
○	標準テーブル、回転軸ユニットなし：400	mm
○	標準テーブル、回転軸ユニットあり：270	mm／ 325	mm（X動作ストローク拡張時）
○	T スロットテーブル、回転軸ユニットなし：400	mm
○	T スロットテーブル、回転軸ユニットあり：203	mm／ 258	mm（X動作ストローク拡張時）
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1.	表面記載の保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで
万一発生した故障については、第 3項に示す場合を除き、修理料金は無料といたします。

2.	保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店・又は当社までお申し出ください。
3.	保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
（イ）本書のご提示が無い場合。
（ロ）本書にお買上げ年月日・販売店名の記入が無い場合、または字句を書き換えられた場合。（上記が未記入の場合
											はお買上げの販売店にお申し出ください。）
（ハ）ご使用上の誤り、又は当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
（ニ）対象製品自体に故障がなく、他の機器、ユーザーのデータ等に動作不良の原因がある場合。
（ホ）お買上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。
（ヘ）火災・公害・ガス・異常電圧、および地震・雷・風水害・塩害、その他天災地変等に原因がある故障・損傷。
（ト）接続している他の機器および消耗品に起因して本製品に故障を生じた場合。
（チ）消耗部品を交換基準以上の使用で交換する場合。
（リ）機能上影響が無い感覚的現象(音、振動)や時の経過で発生する不具合(自然退色、サビ等)は保証修理いたしません。
4.	本製品の故障や使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、補償できません。
5.	本書は日本国内においてのみ有効です。
				This	warranty	is	valid	only	in	Japan.

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買上げ
の販売店又は、当社までお問合せください。

※満 1ヶ年の保証期間が切れますと、修理は有料となりますが引き続きローランドディー . ジー .	が責任をもって対応
させていただきます。



78



79



80





R7-120319


	目次
	￼ 安全にお使いいただくために
	取り扱い上のお願い

	第1章　
はじめに
	1-1　はじめに
	本機の特長
	取り付け可能な機種
	取扱説明書の構成

	1-2　各部の名称と機能
	外観図
	VPanel


	第2章　
取り付け方法
	2-1　取り付け作業の前に
	同梱品の確認
	圧縮空気供給源の準備
	ツールホルダの準備
	取り付け手順の概要
	ATC付きモデルで必要な準備作業

	2-2　Step 1：コントロールボックスの取り付け
	コントロールボックスの取り付け

	2-3　Step 2：マガジンユニットの取り付け
	標準テーブルの場合
	Tスロットテーブルの場合

	2-4　Step 3：スピンドルとシリンダの取り付け
	スピンドルとシリンダの取り付け

	2-5　Step 4：ケーブルの接続と固定
	ケーブルの接続と固定

	2-6　Step 5：圧縮空気の供給
	圧縮空気の供給

	2-7　Step 6：ツール交換位置の調整
	ツール交換位置の調整


	第3章　
基本操作
	3-1　起動と終了
	起動の方法
	終了の方法

	3-2　ツールホルダのセット
	ツールホルダをマガジンにセットする
	ストッカ番号について

	3-3　手動ツール交換
	手動操作でツールホルダをつかむ


	第4章　
工具長補正
	4-1　工具長補正とは
	工具長補正とは
	補正値の決め方

	4-2　ツール長自動計測の方法
	ツール長の自動計測とは
	自動計測の手順

	4-3　補正値を自分で入力する
	補正値の入力方法
	ツール長自動計測の結果を微調整する

	4-4　工具長補正の開始
	工具長補正が開始されるとき
	手動ツール交換における工具長補正
	ストッカ番号と補正番号の対応


	第5章　
加工の準備と実行
	5-1　加工範囲
	ワークの大きさと固定位置
	実際に加工できる大きさ

	5-2　工具長補正の使用例（RML-1モード）
	加工開始までの操作例
	Z原点設定の例

	5-3　工具長補正の使用例（NCコードモード）
	加工開始までの操作例
	Z原点設定の例


	第6章　
ハンディパネル
	6-1　ハンディパネルに追加される機能
	ハンディパネルに追加される機能

	6-2　ATCの手動操作
	ATCの基本操作


	第7章　
付録
	7-1　日常のお手入れ
	清掃
	空気圧力の抜き方
	マガジンカバー内部の清掃方法
	ツールホルダや主軸端のお手入れ
	空気圧力の調整
	エアレギュレータのお手入れ

	7-2　点検と保守
	総稼働時間の確認
	スピンドルの交換時期

	7-3　こんなときは
	長時間連続加工するときの注意
	ATCが動作しない
	ツール交換に失敗する
	エラーメッセージの対処

	7-4　NC コード仕様
	本機の機械仕様に関わる項目

	7-5　ユニット仕様
	寸法図
	おもな仕様一覧





