
オート ツール チェンジャー

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。

ZAT-650
ユーザーズマニュアル

Automatic Tool Changer



対応ファームウェアについて

本機を取り付けるには、MODELA Pro MDX-650Aのファームウェアが Ver. 3.0 以上である必要があり
ます。取付作業の前に、下記の手順でファームウェアバージョンを確認してください。
ファームウェアが Ver. 3.0 未満だった場合は、販売店または弊社サービスステーションまでご連絡くださ
い。

ファームウェアバージョンの確認方法

MDX-650Aのファームウェアバージョンは、次のようにしてご確認ください。

(1) 〔  〕キーを押しながらMDX-650Aの電源をオンにします。

(2) バージョンが表示されます。「ROM Ver.」がファームウェア
バージョンです。

(3) 確認が済んだら、〔  〕キーを離します。

ROM Ver.  3.0
BOOT Ver.  1.0
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3 安全にお使いいただくために

 安全にお使いいただくために

と の意味

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。

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

発生が想定される内容を表しています。

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

 は、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。

 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。

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。

分解・修理・改造はしないでください。

火災の原因となったり、異常動作をしてけ
がをしたりすることがあります。

異常な状態 (煙が出る・こげ臭い・異音
がするなど) のまま使用しないでくださ
い。

火災・感電の原因となります。
すぐに電源をオフにし、電源プラグをコンセ
ントから抜いて、お近くの販売店または当社
サービス・ステーションまでご連絡くださ
い。

エアレギュレータのボウルにシンナーな
どの有機溶剤や切削油などを付着させな
いでください。また、直射日光を当てな
いでください。

ボウルが劣化し、空気圧で破裂する恐れが
あります。

エアレギュレータのボウルを外す前に、
空気圧力を抜いてください。

ボウルなどが飛散し、けがをすることがあり
ます。
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内部に液体、金属、燃えやすいものを入
れないでください。

火災の原因とな
ります。

スピンドル・工具・材料は確実に固定し
てください。

切削中に外れ、けがをすることがあります。

加工範囲の設定は、工具がツールマガジ
ンや回転軸ユニットなどに接触しないよ
うにしてください。

工具や材料などが飛散し、けがをすることが
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。

このほかに、次の記号を使っています。

  機械の故障や誤動作を防ぎ、正しく使用するための情報です。

  使用上の、ポイント、アドバイスです。

 安全にお使いいただくために

エアホースは、奥までしっかり差し込
み、バンドで固定してください。

エアホースが飛んだ
り、圧縮空気が吹き
出し、けがをするこ
とがあります。
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第1章
システム構成について

この章では、本ユニットで可能な組み合わせについて説明しています。
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1-1　ZAT-650の特長

ZAT-650は、MODELA Proに自動工具交換機能を追加するための専用オートツールチェンジャーユニット（ATCユニッ
ト）です。種類の違う工具を複数使いながらの切削作業が簡単に行えるようになります。工具長補正機能、工具長の自動
計測機能により、長さの異なる工具を用いる場合もプログラムをほとんど変更する必要がありません。回転軸ユニット
との併用ができ、自動工具交換をしながらの多面切削も可能です。
なお、ZAT-650にはコンプレッサなどの圧縮空気供給源が別途必要です。



7第1章　システム構成について

1-2　ZAT-650で可能なシステム構成

取り付け可能な組み合わせ

ZAT-650は、次の製品と組み合わせ可能です。

* スピンドルは同梱のATCユニット専用のものを用います。ZS-650T、ZS-500SHなどは使用できません。
* ZAT-650装着時、次のオプションは使用できません。集塵アダプタ（ZAD-500T、ZAD-500Sなど）、テーブルスペーサ
（ZA-500シリーズなど）、バキュームテーブル（ZV-500A）。

ATC対応ソフトウェアについて

自動工具交換を行うには、ATC対応のアプリケーションソフトを用いるか、NCプログラミングをする必要があります。
ATCに未対応のソフトでも1本の工具を使った切削は可能ですが、自動工具交換をしながらの連続切削はできません。
ソフトの対応をご確認のうえご使用ください。

MODELA Proシリーズ

回転軸ユニット

MDX-650A

MDX-650

MDX-500

ZCL-650A

ZCL-650

○

×

×

○

×
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第2章
ATCユニットの導入

この章では、ATCユニットの導入にあたって必要なものや、取り付け
作業について説明しています。
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2-1　内容物一覧表

○ 圧縮空気の供給源が別途必要です。条件については「2-2　圧縮空気の条件」をご覧ください。
○ ツールホルダが別途必要です。条件については「2-3　使用可能なツールホルダと工具」をご覧ください。

* エアレギュレータのメータがまっすぐ上を向いていませんが、異常ではありません。

     品名        個数

ATC用スピンドルユニット 1

エアシリンダ 1

ツールマガジン 1

コントロールボックス 1

エアレギュレータ (*) 1

Z0センサベース 1

エアホース 1

エアノズル 1

位置決め金具 1

キャップスクリュー M4×8 mm 3
M4×15 mm 4
M4×25 mm 4
M4×35 mm 2
M6×12 mm 6

ネジ（つまみ付き） 2

四角ナット 4

ワッシャ 4

レンチ 六角ドライバ  （M4キャップスクリュー用） 1
L型レンチ  （M6キャップスクリュー用） 1

結束バンド（黒） 6

結束バンド（白） 1

保証書 1
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2-2　圧縮空気の条件

ATCユニット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圧縮空気供給源をご用意ください。

・空気圧力　0.7～1 MPa

・空気量　50 L/min. 以上（空気圧力 0.7～1 MPaにおいて）

ATCユニットからの配管は下記の通りです。適合するエアホースをご用意ください。

・ホース外径 10 mm （ポリウレタン樹脂チューブ）

10 mm

1 MPa以上の圧縮空気をエアレギュレータに供給しないでください。エアレギュレータが破裂する恐れがあります。



12 第2章　ATCユニットの導入

2-3　使用可能なツールホルダ

下記の条件に合う工具を使用してください。

工具寸法の条件

テーパシャンク部寸法図

テーパシャンク
（JBS4002 15T 7/24テーパ） φ24 mm以下

18 mm以上（工具把握時）

プルスタッド
（JBS4002 15P (45°) 特殊）

φ45 mm以下

110 mm以下

φ10 mm以下

19
.0

50

27

7.
5

6.
5

M
6

15 min

5

21 27

11

5

1.5 ±0.4

2.5
1.5 -0.4

0

ゲージ面

7/24テーパ

60
˚

21 min

R0.545
˚

60
˚

7 106.
54 M
6

28

17

13.5

C0.
5

R0.
5 m

ax

R0.
5

C1

単位：mm
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2-4　ATCユニットの取り付け

回転軸ユニットと併用する場合としない場合では、取り付け作業が一部異なります。併用する場合は、回転軸ユニット
の取り付け完了後に行ってください。

Step 1：スピンドルとシリンダの取り付け

作業手順

1 次の操作でスピンドルヘッドを左端へ移動します。

(1) 加工機本体のスピンドルカバーを閉じます。
(2) 加工機本体の電源をオンにし、〔ENTER〕キーを押します。
スピンドルヘッドが左端へ移動します。

2 電源スイッチをオフにし、電源コードを抜きます。

3 スピンドルユニットにエアノズルを取り付けます。

市販のスパナ（14 mm）を使って締め付けます。

4 スピンドルユニット背面のピンをスライダーのピン

穴に合わせ、手で支えます。

5 図の位置にキャップスクリュー（M4×25 mm）を

差し込み、六角ドライバで締めます。

スピンドルユニット

エアノズル

必ず電源をオフにしてから取り付け作業を行ってください。
不意に機械が動作してけがをする原因となります。
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2-4　ATCユニットの取り付け

6 モータプーリの下からベルトを通し、スピンドル

プーリに引っかけます。

* スピンドルベルトは、加工機本体に同梱されていますの
でご注意ください。

7 スピンドルプーリに引っかけたベルトを上から押さ

えながら、モータプーリを矢印の方向に回転させて

ベルトを取り付けます。

8 ベルトがモータプーリとスピンドルプーリの図の位

置になるように、モータープーリーを数回まわして

ください。

9 エアシリンダを取り付けます。

切り欠きをスライダに突き当て、キャップスクリュー（M4
×15 mm）4本で固定します。

続いて「Step 2：コントロールボックスの取り付け」へ進みます。

エアシリンダ

スライダ

モータプーリ

スピンドルプーリ

スピンドルベルト

スライダ

切り欠き
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2-4　ATCユニットの取り付け

Step 2：コントロールボックスの取り付け

作業手順

1 加工機本体の電源がオフになっていること、電源

コードが抜いてあることを確認します。

2 オプションの安全カバーをお使いの場合、背面の板

を取り外しておきます。

3 コントロールボックスにエアレギュレータ、エアホースを取り付けます。

4 コントロールボックスを加工機本体に取り付けます。

固定はマグネット式になっています。また、オプションの安全カバーをお使いの場合は、取り付け位置が異なります。

安全カバーあり
カバー左側面に取り付け、ケーブルを中へ引き込みます。

安全カバーなし
本体背面側に取り付けます。

ホース接続後、留め具で固
定します。

ホース接続後、結束バンド
で固定します。

キャップスクリュー
（M4×8 mm）

キャップスクリュー
（M4×8 mm）

コントロールボックス エアレギュレータ

エアホース

圧縮空気供給源へ

接続
奥までしっかり差し込む

取り外し
リングを押し込みながら抜く
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2-4　ATCユニットの取り付け

(1) コネクタ（大）を本体背面側に接続します。

(2) コネクタ（小）とホース（細）をスピンドル上部の穴から引
き込み、エアシリンダに接続します。

コネクタ
（大）

コネクタ
（小）

ホース
（細）

ホース
（太）

ネジ止め

ジョイント部は自由に回転します。

(3) ゴムキャップを外し、結束バンド（白）を穴に押し込んで
取り付けます。

(4) ホース（太）をエアノズルに接続し、結束バンド（白）で止
めます。

結束バンド（白）

5 ホースおよびケーブルを接続します。
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2-4　ATCユニットの取り付け

6 ホースおよびケーブルを結束バンド（黒）で束ねて固定します。

スピンドルヘッドが上下左右に動いてもホースやケーブルを引っぱったりしないよう、余裕を持たせてください。

続いて「Step 3：ツールマガジンの取り付け」へ進みます。
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2-4　ATCユニットの取り付け

Step 3：ツールマガジンの取り付け

この作業では、ツールホルダ1本が必要です。あらかじめご用意ください。
ツールマガジンの取り付け位置は、回転軸ユニットを併用する場合としない場合とでは異なります。

作業手順

1 ATCユニットに圧縮空気を供給します。エアレギュレータのノブ

を上に引き上げてから回し、メータが0.5～0.65 MPaを示すよ

う調整します。

調整が済んだら、ノブは元通りに押し込んでおきます。

2 次の操作でスピンドルをマガジン調整位置へ移動します。

(1) 加工機本体のスピンドルカバーを閉じます。

(2) 加工機本体の電源をオンにし、〔ENTER〕キーを押します。
初期動作のあと座標表示画面になります。

(3)〔ENTER〕キーを押してメインメニューを表示させます。

(4) ダイヤルを回して〔オート ツール チェンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キー
を押します。

(5) ダイヤルで〔マガジン セッテイ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(6) ダイヤルで〔マガジン1 イチヘ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(7) 障害物がないことを確認し、もう一度〔ENTER〕キーを押します。
スピンドルがマガジン調整位置へ移動します。

3 右の表示になったら、加工機本体のスピンドルカバーを開きます。

*X            0   Y            0
Z            0    5000 RPM

13>6 ﾏｶﾞｼﾞﾝ ｾｯﾃｲ
7 ｽﾄｯｸ ｽｳ

13-6>1 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｲﾁﾍ
2 ATCﾒﾆｭｰﾍ

ｺｳｸﾞｦ ｽﾄｯｸｶﾗ ﾊｽﾞｼﾃ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ﾏｶﾞｼﾞﾝ1 ｾｯﾄ ｼｭｳﾘｮｳｺﾞ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

必ずスピンドルカバーを開いた状態で取り付け作業を行ってください。
閉じたままの作業は、不意に機械が動作してけがをする原因となります。

空気圧の調整は、0.7 MPa以上にしないでください。ATC
ユニットが故障する原因となります。

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳﾋｮｳｼﾞ

増設ツールマガジンを取り付けるには

� 参照  「8-4 ツールマガジンの増設について」
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2-4　ATCユニットの取り付け

4 ツールマガジンを仮止めします。

回転軸ユニット併用の場合

回転軸ユニットのベース部に置き、キャップスクリュー
（M6×12 mm）2本とワッシャで仮止めします。マガジン
の向きは、開口部が手前側を向くようにします。

5 位置決め金具をスピンドルユニットに取り付けます。

回転軸ユニットなしの場合と併用の場合では、取り付ける向きが異なります。

回転軸ユニットなしの場合

(1) ツールマガジンの四隅に、キャップスクリュー（M6×
12 mm）、ワッシャ、四角ナットを取り付けます。キャッ
プスクリューは軽くねじ込む程度にしておきます。

(2) ツールマガジンをスライドさせて四角ナットをT溝に
通し、テーブル上の図の位置で仮止めします。マガジ
ンの向きは、開口部が左側を向くようにします。

ツールマガジン

テーブル

T溝

四角ナット

T溝

ワッシャ

キャップスクリュー

ワッシャ

位置決め金具

ネジ（つまみ付き）

回転軸ユニットなしの場合

回転軸ユニット併用の場合

長穴がこの位置に
来るようにする

長穴がこの位置に
来るようにする

位置決め金具の凸部をスピンドルユニッ
トに突き当てて固定します。

スピンドル
ユニット

位置決め
金具

ネジ（つまみ付き）

位置決め金具

ワッシャ

キャップスクリュー

四角ナット
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7 位置決め金具を取り外します。

8 スピンドルカバーを閉じ、〔ENTER〕キーを押します。

位置決め金具が取り外してあることを確認し、

〔ENTER〕キーを2回押します。

スピンドルがツールマガジン補正位置へ移動します。

回転軸ユニットなしの場合

回転軸ユニット併用の場合

6 位置決め金具にツールマガジンを突き当てて位置を決め、仮止めしたキャップスクリューを締め付けます。

位置決めは、ツールマガジンがまっすぐ立った状態で行ってください。必要以上に強い力で突き当てたりするとツールマガジ
ンが傾き、正しい位置決めができなくなります。

位置決め
金具

位置決め金具

位置決め金具は必ず外しておいてください。外さずに操作
すると故障の原因になります。

2-4　ATCユニットの取り付け

回転軸ユニットなしの場合 回転軸ユニット併用の場合

ﾏｶﾞｼﾞﾝ1 ｾｯﾄ ｼｭｳﾘｮｳｺﾞ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ｲﾁｷﾞﾒ ｶﾅｸﾞｦ ﾊｽﾞｼﾃ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾁｪｯｸｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ
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9 ツールマガジンとスピンドルの位置を補正します。

■回転軸ユニットなしの場合

(1) 付属のＬ型レンチを図の補正位置1に当てます。
〔 〕〔 〕キーでヘッドを動かして、L型レンチがスピンドルとツールマガ
ジンの両方に密着するようスピンドルの位置を調整します。
キーを一回押すとヘッドが0.1 mm動きます。

(2) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。
〔ENTER〕キーを押すと、テーブルが奧に移動します。

(3) L型レンチを補正位置2に当てます。(1)と同様にしてスピンドルの位置を調整
します。

(4) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。（*）
〔ENTER〕キーを押すと、スピンドルが上下に動きます。

(5) L型レンチを補正位置3に当てます。〔 〕〔 〕キーでテーブルを動かして、
L型レンチがスピンドルとツールマガジンの両方に密着するようツールマガジ
ンの位置を調整します。キーを一回押すとテーブルが0.1 mm動きます。

(6) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。
〔ENTER〕キーを押すとスピンドルがビュー位置に移動します。

(*) 補正位置1と補正位置2の補正値の差が0.5 mm以上になると、右のメッセー
ジが表示されます。この場合は、〔ENTER〕キーを押した後、19ページの手
順４から作業をやり直してください。

ｶﾀﾑｷｶﾞ ｵｵｷｽｷﾞﾏｽ
ｾｯﾄｼﾅｵｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ

X ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾂｷﾞﾉ ﾁｪｯｸｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

X ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾂｷﾞﾉ ﾁｪｯｸｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

Y ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾋﾞｭｰｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

補正位置1,2の場合

L型レンチがスピンドル、ツールマガ
ジンの両方に密着するようにします。

ツールマガジン側にすき間ができる
ときは、〔 〕キーを押します。

スピンドル側にすき間ができるとき
は、〔 〕キーを押します。

2-4　ATCユニットの取り付け

補正位置1

補正位置2

補正位置3

�基準面

基準面

スピンドル

ツールマガ
ジン

補正面
補正面

補正位置1

補正位置3

L型レンチ

(1)

(2)
(4)

(3)

(5)

補正位置2

本体前面側

密着 密着

すき間

すき間
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■回転軸ユニット併用の場合

(1) 付属のＬ型レンチを図の補正位置1に当てます。
〔 〕〔 〕キーでテーブルを動かして、L型レンチがスピンドルとツールマ
ガジンの両方に密着するようスピンドルの位置を調整します。
キーを一回押すとテーブルが0.1 mm動きます。

(2) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。
〔ENTER〕キーを押すと、スピンドルが本体前面側から見て右に移動します。

(3) L型レンチを補正位置2に当てます。(1)と同様にしてスピンドルの位置を調整
します。

(4) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。（*）
〔ENTER〕キーを押すと、スピンドルが上下に動きます。

(5) L 型レンチを補正位置3に当てます。〔 〕〔 〕キーでヘッドを動かして、
L型レンチがスピンドルとツールマガジンの両方に密着するようツールマガジ
ンの位置を調整します。キーを一回押すとヘッドが0.1 mm動きます。

(6) 位置が調整できたら〔ENTER〕キーを押します。決定した補正値が表示され
たあと、図の画面が表示されます。
〔ENTER〕キーを押すと、スピンドルがビュー位置に移動します。

(*) 補正位置1と補正位置2の補正値の差が0.5 mm以上になると、右のメッセー
ジが表示されます。この場合は、〔ENTER〕キーを押した後、19ページの手
順４から作業をやり直してください。

ｶﾀﾑｷｶﾞ ｵｵｷｽｷﾞﾏｽ
ｾｯﾄｼﾅｵｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ

Y ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾂｷﾞﾉ ﾁｪｯｸｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

Y ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾂｷﾞﾉ ﾁｪｯｸｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

X ｵﾌｾｯﾄ ﾁｮｳｾｲ
ENTER ﾃﾞ ｹｯﾃｲ  0.0mm

ﾋﾞｭｰｲﾁﾍ ｲﾄﾞｳｼﾏｽ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

補正位置1,2の場合

L型レンチがスピンドル、ツールマガ
ジンの両方に密着するようにします。

ツールマガジン側にすき間ができる
ときは、〔 〕キーを押します。

スピンドル側にすき間ができるとき
は、〔 〕キーを押します。

�基準面

基準面

スピンドル

ツールマガ
ジン

補正面
補正面

補正位置1

補正位置3

L型レンチ

(1)

(2)
(4)

(3)

(5)

補正位置2

密着 密着

すき間

すき間

補正位置1 補正位置2
本体背面側

2-4　ATCユニットの取り付け

補正位置3
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10 回転軸ユニットなしの場合、Z0センサベースをマ

ガジンに取り付けます。

キャップスクリュー（M4×35 mm）2本で固定します。回
転軸ユニット併用の場合は、必要ありません。

11 ストックNo.1にツールホルダをセットします。

ツールホルダのセットについては、「3-2 ツールマガジン
の取り扱い」をご覧ください。

12 右の表示になっていることを確認し、〔ENTER〕

キーを押します。

スピンドルがツールホルダへ移動し、工具交換時のスピン
ドル高さが自動調整されます。調整中は、右下の画面が表
示されます。

13 スピンドルがビュー位置へ移動したら高さ調整は終

了です。

続いて「Step 4：設定と調整」へ進みます。

ツールホルダ

1ﾊﾞﾝ ｽﾄｯｸﾆ ｺｳｸﾞｦ ｾｯﾄ
ｼﾃ ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

*ｺｳｸﾞ ｺｳｶﾝ ｲﾁｦ
                 ｹｲｿｸ ｼﾃｲﾏｽ

2-4　ATCユニットの取り付け

Z0センサベース

設定した補正値を確認するには

(1)〔ENTER〕キーを押してメインメニューを表示させます。
(2) ダイヤルを回して〔オート ツール チェンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(3) ダイヤルで〔マガジン セッテイ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(4) ダイヤルで〔マガジン1  オフセット〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
設定した補正値が表示されます。

� 参照 「第7章　メニューリファレンス」

13>6 ﾏｶﾞｼﾞﾝ ｾｯﾃｲ
7 ｽﾄｯｸ ｽｳ

13-6>1 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｲﾁﾍ
2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｵﾌｾｯﾄ

13-6>2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｵﾌｾｯﾄ
[X -0.3mm] [Y -0.1mm]

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳﾋｮｳｼﾞ
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2-4　ATCユニットの取り付け

Step 4：設定と調整

作業手順

1 次の操作で、スピンドル種類を〔ハイトルク〕に設定します。

(1)〔EXIT〕キーを押してメインメニューを表示させます。

(2) ダイヤルで〔ソノタ ノ セッテイ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(3) ダイヤルで〔スピンドル ユニット〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

(4) ダイヤルで〔ハイトルク〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

2 スピンドルカバーを開きます。

3 エアノズルの向きを調整し、マガジン上面のストック部に付着する切削くずを吹き飛ばすようにします。エアノ

ズルは、動作時に工具やワークなどに接触しないよう、その都度調整してください。

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳﾋｮｳｼﾞ

10>2 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ ﾕﾆｯﾄ
3 ﾌﾞｻﾞｰ

10-2 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ ﾕﾆｯﾄ
                        <ﾊｲ ﾄﾙｸ>

45 mm 25 mm

ノズル先端をスピンドル中心の方
向へ向ける

ノズル先端をスピンドル下面の高
さに合わせ、斜め下に向ける

スピンドル下面

>10 ｿﾉﾀ ﾉ ｾｯﾃｲ
 11 ｾﾙﾌ ﾓｰﾄﾞ
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第3章
基本操作　（RML-1、NCコード共通）

この章では、作業前に知っておくべき最も基本的な操作について説明し
ています。作業を始める前に必ずお読みください。
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3-1　電源オンオフ時の注意

電源オン時のご注意

スピンドルが工具をつかんだ状態で電源をオンにした場合、工具は強制解放されます。不用意に操作すると工具が落下
しますのでご注意ください。電源をオンにした後〔ENTER〕キーを押すと、マガジンに戻す動作をせずその場で強制解
放します。工具を落とさないよう、手でしっかり支えながら操作してください。

電源をオフにする前に

工具（ツールホルダ）をマガジンに戻してから電源をオフにしてください。スピンドルが工具をつかんだままの電源オフ
は、基本的には行わないでください。
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3-2　ツールマガジンの取り扱い

工具のセットの際に守っていただきたいこと

工具（ツールホルダ）をセットしたり差し替えたりする作業は、必ず次の状態であることを確認してから行ってください。
不適切な操作は、けがや故障の原因となります。

・スピンドルが工具をつかんでいないこと

・切削作業が完了し動作停止中であること

工具のセット

セットする位置

工具（ツールホルダ）は、下図のようにセットしてください。どのストックにセットしても、何本セットしても構いませ
ん。セットの際は、ツールホルダやマガジンに付いた切削くずを十分に落としてください。

ストッパーBの調整

セットした工具に合わせてストッパーBの高さを調整します。ツールホルダ部にぶつかるようなら下げ、工具に届かな
いようなら上げます。
また、ストッパーBには大小2つの切り欠きがあります。エンドミルの直径が5 mm以下の場合は、ストッパーBの向
きを変えて取り付け直し、小さい方の切り欠きを用いてください。

ツールホルダ

ストッパーA

ストッパーB

ツールマガジン

ツールホルダの溝をストッパーAに差し込み、少し持ち
上げながら奥まで押し込みます。

(1)                                    (2)

ストッパーA

切り欠き（大）　　　　　　切り欠き（小）
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3-3　キー操作による工具選択

キーの操作で工具選択したい場合には次のようにしてください。コマンド体系がRML-1のときとNCコードのときでは、
操作に若干の違いがあります。

操作手順

1 メインメニューを表示させます。ダイヤルで〔オート ツール チェ

ンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

2 ダイヤルで〔コウグ センタク〕を選択し、〔ENTER〕キーを押し

ます。

3 ダイヤルでつかみたい工具の番号を選択し、〔ENTER〕キーを押

します。NCコードモードの場合は、そのままもう一度〔ENTER〕

キーを押します。

選択した番号のストックから工具を取りに行きます。すでに工具をつかん
でいるときは交換します。またこのとき、エアノズルとチャッキング部か
ら圧縮空気が吹き出し、切削くずの清掃を行います。

4 ダイヤルで〔モドス〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

つかんでいる工具をマガジンに戻します。

NCコードモードの場合、この操作では工具長補正は有効でなく、
単に工具選択の動作をするだけです。

� 参照 「5-1　工具選択と工具長補正」

〔キョウセイ カイホウ〕を選択するときのご注意

上記の手順3または4で〔キョウセイ カイホウ〕を選択すると、工具をマガジンに戻さずその場で強制解放します。不用意に操
作すると工具が落下しますのでご注意ください。
この操作は、何らかの理由で工具を手で外す必要のあるときに用います。工具を落とさないよう、手でしっかり支えながら操作
してください。

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳ ﾋｮｳｼﾞ

13>1 ｺｳｸﾞ ｾﾝﾀｸ
2 ｵﾌｾｯﾄ ﾊﾞﾝｺﾞｳ

13-1>1 ｺｳｸﾞ 1
2 ｺｳｸﾞ 2

13-1>5 ﾓﾄﾞｽ
6 ｷｮｳｾｲ ｶｲﾎｳ

ストック No.1

No.2

No.3

No.4
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3-4　長時間連続切削するときのご注意

ツールホルダが外れなくなる現象について

ひとつの工具で長時間連続して切削すると、ツールホルダがスピンドルユニットから外れなくなり、切削が中断するこ
とがあります。この現象は、次の3つの条件が重なると発生しやすくなります。

○軽金属の切削など、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）切削し続けたとき

予防方法

ひとつの工具での連続切削時間が24時間を超えないようにしてください。

発生時の対処方法

ツールホルダが外れないと、〔モータロック〕エラーとなり、加工機は停止します。この場合、次の手順でエラーから復
帰してください。

操作手順

1 加工機の電源をいったんオフにし、再びオンにします。

2 図の画面になることを確認します。

3 〔ENTER〕キーを押して強制解放モードに入ります。

4 工具を手で支えながら、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叩きます。

工具を叩くより、スピンドルユニットを叩くほうが容易に外れます。

5 外した工具をマガジンにセットします。

6 〔ENTER〕キーを押します。

エラーから復帰し、初期動作が始まります。

ｺｳｸﾞｦ ﾂｶﾝﾃﾞ ｲﾏｽ
ENTERﾃﾞ ｺｳｸﾞｦ ﾊﾅｼﾏｽ
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第4章
RML-1モードにおけ
る操作

この章では、コマンド体系をRML-1に設定したときの基本操作につい
て説明しています。
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4-1　工具長補正とは

工具交換をして工具の長さが変わると、Z軸方向の切削位置も変わってしまいます。工具交換には、工具長に対する何
らかの配慮、例えばZ0（Z軸方向の原点）を設定し直すなどの操作が必要でした。工具長補正とは、工具長を考慮しつつ
Z軸の位置を自動調整する機能です。つまり、Z0の設定は始めに一度だけ行えばよく、工具交換後もZ0位置が同じに
なるように自動補正されます。

これをするには、あらかじめ各工具の長さを測定し、加工機に登録しておく必要があります。登録には、自動で工具の
長さを計測する方法と、自分で工具の長さを測りその値を登録する方法の2つがあります。

RML-1モードの場合、登録された工具長に従って常に工具長補正が行われます。コンピュータの指令、あるいは、キー
操作のどちらででも、工具選択の動作をすれば工具長補正が行われます。

基準位置

工具長A

補正量A

工具長B

補正量B

工具長C

補正量C

スピンドルユニット

◆工具長補正前 ◆工具長補正後

補正後は基準位置にそろう
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4-2　工具長の計測から切削開始までの操作

ここでは、自動工具交換に対応したアプリケーションソフト使って切削を始めるまでの準備作業について説明します。準
備が完了したら、ソフト側で切削に使いたい工具番号を指定するだけです。工具交換のたびにZ0を設定し直すなどの
操作は必要ありません。

Step 1：工具長の計測

自動で工具長を計測する方法を説明します。回転軸ユニットを併用する場合としない場合とでは、手順が若干異なります。

操作手順

1 切削に使いたい工具をマガジンにセットします。

2 回転軸ユニットなしの場合

Z0センサ（加工機本体に付属）を接続し、センサベースの
上に置きます。

3 メインメニューを表示させます。ダイヤルで〔オート ツール チェ

ンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

4 ダイヤルで〔コウグチョウ ケイソク〕を選択し、〔ENTER〕キー

を押します。

ストックNo.1から順に工具をつかみ、センサに接触させる動作を行います。

5 すべての工具の計測を終えて動作が止まったら完了です。Z0センサを撤去してください。または、センサカバー

を取り付けてください。

工具長の計測をした後で、むやみに工具を別のものを差し替えたり順番を入れ替えたりしないでください。実際の工具長と補正
値が対応しなくなり、予期せぬ深さまで切り込む場合があります。

センサと工具が遠く接触までに時間がかかる場合、〔-Z〕
キーを押し続けてください。下降速度が速くなります。
〔-Z〕キーは、センサとの接触の前に離してください。

回転軸ユニット併用の場合

回転軸ユニットのセンサカバーを取り外します。

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳ ﾋｮｳｼﾞ

13>3 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ｹｲｿｸ
4 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ﾁｮｳｾｲ

Z0センサ

〔-Z〕キーを押したままセンサに接触させると、正しい
測定ができません。必ず接触の前にキーを離してくだ
さい。
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4-2　工具長の計測から切削開始までの操作

Step 2：Z0（Z軸原点）の設定

工具長の計測が完了した後に、Z0の設定を行います。

操作手順

1 キーの操作で、どれかひとつ工具をつかみます。

工具長を計測したものであれば、どの工具を選択しても構いません。

2 つかんだ工具でZ0の設定をします。

計測済みのどれかひとつの工具で設定します。切削に使う工具それぞれについて設定したりする必要はありません。

3 つかんだ工具をマガジンへ戻します。

これで準備作業は完了です。アプリケーションソフトから切削データを送ると、ソフト側で指定した工具を自動でつか
み切削を始めます。工具長補正が働きますので、別の工具に持ち替えても刃先位置は一定です。
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第5章
NCコードモードにお
ける操作

この章では、コマンド体系をNCコードに設定したときの基本操作、
NCコードプログラミングの基礎知識について説明しています。
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5-1　工具選択と工具長補正

工具選択

目的の工具をつかんだりマガジンに戻したりするには、M06を使います。このコードは工具選択をするのみであり、工
具長補正は有効になりません。

工具長補正

プログラムで想定している工具長と実際の工具長のずれを補正する目的で使う機能です。これを使うと、工具交換にと
もなう工具長の変化をプログラムで考慮したり、工具交換のたびにワーク原点を設定し直す必要がなくなります。工具
長補正の開始やキャンセルには、G43、G49を使います。

工具長補正を行うには、加工機にあらかじめオフセット量（工具長補正量）を登録しておく必要があります。No.1～16
までのオフセット量が登録可能です。登録には、工具長を自動計測する方法と、オフセット量を手動設定する方法の2
つがあります。
M06による工具選択とオフセットNo.1～16は、何の対応付けもされていません。選択した工具に対して何番のオフ
セット量を割り当てるかは、プログラムで指定する必要があります（G43）。これは、工具16本分の工具長補正量を加
工機にプリセットしておけるということです。

キー操作で工具選択したときのオフセット量

「3-3　キー操作による工具選択」の操作で工具を手動選択した場合でも、工具
長補正を有効にすることができます。〔コウグ センタク〕メニューで工具番号
を指定し〔ENTER〕キーを押すと、オフセット番号を選択する画面が表れます。
ここでオフセット番号を選択すると、G43による工具長補正をしたのと同じ結
果になります。ディスプレイには、工具長補正後の座標値が表示されます。
この画面でオフセットNo.0を選択すると、ここでの工具長補正はかかりませ
ん。

基準位置

工具長A

補正量A

工具長B

補正量B

工具長C

補正量C

スピンドルユニット

◆工具長補正前 ◆工具長補正後

補正後は基準位置にそろう

オフセット番号

ﾊﾞﾝｺﾞｳｦ ｼﾃｲｼﾃ ENTER
      ｺｳｸﾞｵﾌｾｯﾄ No. < 1 >
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5-2　工具長補正のための準備作業

ここでは、工具長補正を使って切削を行うまでの準備作業について説明します。加工機側で行う作業と、プログラム側
での指定とがあります。

Step 1：工具長の自動計測

ここでは、基本操作として工具長を自動計測する方法を説明します。回転軸ユニットを併用する場合としない場合とで
は、手順が若干異なります。

操作手順

1 計測したい工具をマガジンにセットします。

例として、それぞれを工具A～Dとします。

2 回転軸ユニットなしの場合

Z0センサ（加工機本体に付属）を接続し、センサベースの
上に置きます。

3 メインメニューを表示させます。ダイヤルで〔オート ツール チェ

ンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

4 ダイヤルで〔コウグチョウ ケイソク〕を選択し、〔ENTER〕キー

を押します。

回転軸ユニット併用の場合

回転軸ユニットのセンサカバーを取り外します。

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳ ﾋｮｳｼﾞ

13>2 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ｹｲｿｸ
3 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ﾁｮｳｾｲ

ストック   No.1  No.2  No.3  No.4

工具
  A       B       C       D

Z0センサ
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5-2　工具長補正のための準備作業

5 どの工具長を何番のオフセット量として登録するかを指定します。

ダイヤルでオフセット番号を選択します。〔ENTER〕キーを押すと入力さ
れ、カーソルが次へ移動します。この操作を繰り返し、全てのストックに
ついて指定します。
ここでは例として、工具A～DをオフセットNo.1～ 4に登録します。

6 全てのストックを指定し右の表示になったら、〔ENTER〕キーを

押します。

ストックNo.1から順に工具をつかみ、センサに接触させる動作を行います。

7 すべての工具の計測を終えて動作が止まったら完了です。Z0センサを撤去してください。または、センサカバー

を取り付けてください。

必要があればマガジンの工具を入れ替え、手順4～6を繰り返します。全部で16本分のオフセット量が登録できます。

ｽﾄｯｸ No.   1    2    3    4
ｵﾌｾｯﾄNo.   1    2    3    4

ｺｳｸﾞﾁｮｳﾉ ｹｲｿｸ
ENTER ﾃﾞ ｶｲｼｼﾏｽ

オフセットNo.0 を選択したストックは計測しません。工具を
セットしていないストックの計測を省略することができます。

工具
  A       B       C       D

ストック No.1  No.2  No.3  No.4

オフセット No.1  No.2  No.3  No.4

センサと工具が遠く接触までに時間がかかる場合、〔-Z〕
キーを押し続けてください。下降速度が速くなります。
〔-Z〕キーは、センサとの接触の前に離してください。

〔-Z〕キーを押したままセンサに接触させると、正しい
測定ができません。必ず接触の前にキーを離してくだ
さい。
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5-2　工具長補正のための準備作業

Step 2：ワーク座標系の設定

計測済みの工具をマガジンにセットし、ワーク原点（切削開始位置）を設定します。

操作手順

1 オフセット量の登録が済んでいる工具をマガジンにセットします。

例として、Step 1で計測した工具A～Dをセットしたとします。

2 キーの操作でどれかひとつ工具をつかみ、それに対応するオフセッ

ト番号を選択します。

例として、工具Aをつかみます。工具Aの工具長はオフセットNo.1に登
録したので、ここではオフセットNo.1を選択します。

3 工具をプログラムで想定している切削開始位置へ移動し、ワーク原点を設定します。

4 つかんだ工具をマガジンへ戻します。

Step 3：プログラム側での準備

選択したい工具番号をプログラムで指定します（M06）。またその工具に対応するオフセット番号をプログラムで指定し
ます（G43）。例えば、荒切削に工具A、仕上げ切削に工具Bを使いたいとすると、荒切削ではオフセットNo.1、仕上げ
切削ではオフセットNo.2を指定します。

これで準備作業は完了です。プログラムを加工機に送信すると、プログラムで指定した工具を自動でつかみ切削を始め
ます。指定したオフセット番号による工具長補正が働きますので、別の工具に持ち替えても刃先位置は一定です。

ワーク原点の取り方はプログラムによって色々ですが、例えば次のようにします。
(1) 工具をワークの左下へ移動する。
(2) 工具を降下させ、工具先端をワーク表面に合わせる。
(3) その位置で、G54やEXOFSなどのワーク原点（XY軸およびZ軸の原点）を設定する。

工具
  A       B       C       D

オフセット No.1  No.2  No.3  No.4

ﾊﾞﾝｺﾞｳｦ ｼﾃｲｼﾃ ENTER
      ｺｳｸﾞｵﾌｾｯﾄ No. < 1 >
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5-3　工具長の調整と手動設定

工具長の調整

前述の「Step 1：工具長の自動計測」で行った自動計測の結果を調整することができます。

操作手順

1 メインメニューを表示させます。ダイヤルで〔オート ツール チェ

ンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。

2 ダイヤルで〔コウグチョウ チョウセイ〕を選択し、〔ENTER〕キー

を押します。

3 ダイヤルを回して、調整したいオフセット番号を選択します。

〔ENTER〕キーを押します。

4 ダイヤルで値を調整し、〔ENTER〕キーを押します。

登録値より実際の工具長の方が長い場合、切り込みは意図した深さより大
きくなります。この場合は、値を増やします。逆に、切り込みが浅い場合
は、値を減らします。

補正値の手動設定

前述の「工具長の調整」と同様の手順で、自分で計測した工具長（オフセット量）を入力することができます。
ツールホルダのある位置を基準とし、工具先端までの長さを測ります。ツールホルダのどこを基準とするかは任意です
が、全ての工具で統一します。こうして測定した長さをオフセット量として登録します。

任意の工具を基準工具と決め、これとの差を入力しても同じ結果が得られます。例えば、基準工具より15 mm短い工
具があったとすると、これに対応するオフセット量は-15 mmとします。また、基準工具自身のオフセット量は0とし
ます（工具長補正をしない）。この場合の基準位置は、基準工具の先端になります。

基準位置

基準工具

オフセット量

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ
 14 ｻﾞﾋｮｳ ﾋｮｳｼﾞ

13>3 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ﾁｮｳｾｲ
4 ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ

13-3>1 ｵﾌｾｯﾄ ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
2 ｵﾌｾｯﾄ ﾊﾞﾝｺﾞｳ 2

13-3>1 ｵﾌｾｯﾄ ﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
                    <  0.00mm>
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第6章
NCコードリファレンス

この章では、ATCユニットの追加によって拡張されるNCコードの詳
細について説明します。
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G43, G49　工具長補正

書式

G43 H number

G49

解説

指定されたオフセット量だけZ軸をずらします。工具交換による工具長の変化を補正し、刃先の位置を一定にする目的
で用います。
G43で工具長補正を開始します。オフセット量（オフセットNo.1～ 16）は、あらかじめ加工機にプリセットしておき、
そのオフセット番号を numberで指定します。G49は工具長補正をキャンセルします。G43で numberを0と指定して
も同様にキャンセルします。

G43の同一ブロック内に軸移動の指令があるときは、移動先のZ軸座標値に補正量を加算した座標が軸移動の終点とな
ります。軸移動の指令がないときは、移動量0の指令とみなされ、補正量分だけZ軸方向に移動します。アブソリュー
ト、インクレメンタルどちらの座標でも同様です。

G43、G49は、同一グループの指令です。新たにG43またはG49を受けるまで、指令はブロック外でも有効です。
オフセットNo.0のオフセット量は、常に0です。オフセットNo.0に対して値を登録することはできません。

オフセット量の登録

オフセットNo.1～ 16の登録は、加工機のキー操作で行います。プログラムで指定することはできません。詳しくは、
第5章をご覧ください。

サンプルプログラム

パラメータ 機能 エラーにならない範囲 有効範囲

number オフセット番号 0～16 0～16

%

O0001

G90

G49 M06 T2

G00 X1000 Y1000

G43 H1 Z-1000

F10 S5000 M03

G01 X2000 Y2000

M05

G49 M06 T0

M30

%

データスタート
プログラム番号
アブソリュート指定
ストックNo.2の工具を取得
位置決め
オフセットNo.1で工具長補正開始、補正後の位置へ移動
主軸回転
直線補間移動
主軸停止
工具長補正キャンセル、工具返却
プログラムエンド
データエンド
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M06　工具選択

書式

M06 T number

解説

マガジンにセットした工具の取得、交換、返却をします。取得、交換したい工具がセットしてあるストック番号をnumber

で指定します。0と指定すると工具を戻します。
numberは、マガジンのストック番号を意味します。工具そのものを直接指定するわけではありません。また、M06に
は工具長補正の機能はありません。

同一ブロックで複数のM06またはTコードを指定しないでください。また、M06またはTコードを単独で指定すると
エラーとなります。M06とTコードはペアで指定してください。
すでにつかんでいる工具を取得・交換する指令は無視されます。

パラメータ 機能 エラーにならない範囲 有効範囲

number ストック番号 0～4 または 0～4 または
0～8（マガジン増設時） 0～8（マガジン増設時）
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第7章
メニューリファレンス

この章では、ATCユニットの追加によって拡張されるメニューの詳細
について解説しています。
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7-1　RML-1メニューフローチャート

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ

      3 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ｹｲｿｸ
      4 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ﾁｮｳｾｲ
      5 ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
      6 ﾏｶﾞｼﾞﾝ ｾｯﾃｲ
      7 ｽﾄｯｸ ｽｳ
      8 ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ ﾆ ﾓﾄﾞﾙ

13>1 ｺｳｸﾞ ｾﾝﾀｸ
      2 ｵﾌｾｯﾄ ﾊﾞﾝｺﾞｳ

3 ｺｳｸﾞ 3
4 ｺｳｸﾞ 4
5 ﾓﾄﾞｽ
6 ｷｮｳｾｲ ｶｲﾎｳ
7 ATCﾒﾆｭｰﾍ

　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-1>1 ｺｳｸﾞ 1
2 ｺｳｸﾞ 2

3 ｽﾄｯｸ 3->(3)
4 ｽﾄｯｸ 4->(4)
5 ATCﾒﾆｭｰﾍ

　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-2>1 ｽﾄｯｸ 1->(1)
2 ｽﾄｯｸ 2->(2)

13-2　オフセット バンゴウ

ｺｳｸﾞﾁｮｳｦ ｹｲｿｸ ｼﾃｲﾏｽ

13-3　コウグチョウ ケイソク

13-2>1 ｽﾄｯｸ 1
ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ<1>

13-2>2 ｽﾄｯｸ 2
ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ<2>

13-2>3 ｽﾄｯｸ 3
ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ<3>

13-2>4 ｽﾄｯｸ 4
ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ<4>

3 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 3

         16 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ16
         17 ATCﾒﾆｭｰﾍ
　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-4>1 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
2 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 2

13-4　コウグチョウ チョウセイ

13-4>1 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
         < 0.00mm>

13-4>2 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 2
         < 0.00mm>

13-4>16 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ16
         < 0.00mm>

メインメニュー

次のページへ続く

13-1　コウグ センタク
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7-1　RML-1メニューフローチャート

13>5 ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
                  <0.50 MPa>

13-5　エアー アツリョク ケイソク

3  ATCﾒﾆｭｰﾍ　　
　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-6>1 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｲﾁﾍ
2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｵﾌｾｯﾄ

13-6　マガジン セッテイ

ｺｳｸﾞｦ ｽﾄｯｸｶﾗ ﾊｽﾞｼﾃ
ENTERｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

13>7 ｽﾄｯｸ ｽｳ
                              <4>

13-7　ストック スウ

ﾎﾟｰｽﾞ>ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ

ポーズメニュー

ﾎﾟｰｽﾞ>ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
                  <0.50 MPa>

前ページからの続き

ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ
ENTERﾃﾞ ｹｯﾃｲ ｼﾏｽ

13-6>2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ1 ｵﾌｾｯﾄ
[X 0.0mm] [Y 0.0mm]
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7-2　NCコードメニューフローチャート

>13 ｵｰﾄ ﾂｰﾙ ﾁｪﾝｼﾞｬｰ

      3 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ﾁｮｳｾｲ
      4 ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
      5 ﾏｶﾞｼﾞﾝ ｾｯﾃｲ
      6 ｽﾄｯｸ ｽｳ
      7 ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ ﾆ ﾓﾄﾞﾙ

13>1 ｺｳｸﾞ ｾﾝﾀｸ
      2 ｺｳｸﾞﾁｮｳ ｹｲｿｸ

3 ｺｳｸﾞ 3
4 ｺｳｸﾞ 4
5 ﾓﾄﾞｽ
6 ｷｮｳｾｲ ｶｲﾎｳ
7 ATCﾒﾆｭｰﾍ

　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-1>1 ｺｳｸﾞ 1
2 ｺｳｸﾞ 2

ｽﾄｯｸ No.   1   2   3   4
ｵﾌｾｯﾄNo.   0   0   0   0

13-2　コウグチョウ ケイソク

3 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 3

         16 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ16
         17 ATCﾒﾆｭｰﾍ
　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-3>1 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
2 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 2

13-3　コウグチョウ チョウセイ

13-3>1 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 1
         < 0.00mm>

13-3>2 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ 2
         < 0.00mm>

13-3>16 ｵﾌｾｯﾄﾊﾞﾝｺﾞｳ16
         < 0.00mm>

メインメニュー

次のページへ続く

13-1　コウグ センタク

ﾊﾞﾝｺﾞｳｦ ｼﾃｲｼﾃ ENTER
 ｺｳｸﾞ ｵﾌｾｯﾄ No. <0>

ｺｳｸﾞﾁｮｳﾉ ｹｲｿｸ
ENTER ﾃﾞ ｶｲｼｼﾏｽ

13>4 ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
                  <0.50 MPa>

13-4　エアー アツリョク ケイソク
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3  ATCﾒﾆｭｰﾍ　　
　　　　　　  -<ｵﾜﾘ>-

13-5>1 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｲﾁﾍ
2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ 1 ｵﾌｾｯﾄ

13-5　マガジン セッテイ

ｺｳｸﾞｦ ｽﾄｯｸｶﾗ ﾊｽﾞｼﾃ
ENTERｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

13>6 ｽﾄｯｸ ｽｳ
                              <4>

13-6　ストック スウ

ﾎﾟｰｽﾞ>ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ

ポーズメニュー

ﾎﾟｰｽﾞ>ｴｱｰ ｱﾂﾘｮｸ ｹｲｿｸ
                  <0.50 MPa>

前ページからの続き

7-2　NCコードメニューフローチャート

ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ
ENTERﾃﾞ ｹｯﾃｲ ｼﾏｽ

13-5>2 ﾏｶﾞｼﾞﾝ1 ｵﾌｾｯﾄ
[X 0.0mm] [Y 0.0mm]
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7-3　RML-1メニュー解説

13>1　コウグ センタク

工具脱着の動作をします。

〔コウグ1〕,〔コウグ2〕,〔コウグ3〕.....
マガジンにセットした工具を取得もしくは交換します。つかみたい工具がセットしてあるストック番号で指定します。工具選択する
と、その工具に対応するオフセット量で工具長補正がかかります。

〔モドス〕
取得した工具をマガジンへ戻します。

〔キョウセイ カイホウ〕
取得した工具を強制解放します。マガジンへ戻す動作はしませんので、工具の落下に注意して操作してください。工具を手作業で外
したいときに使用します。

13>2　オフセット バンゴウ

記憶：する
工場出荷時：ストック1：1、ストック2：2、ストック3：3.....
設定範囲：0～16

ストック番号と工具長補正量（オフセット番号）の対応付けを設定します。ストック番号を選択し〔ENTER〕キーを押すと、それに
対応させたいオフセット番号を指定する画面が表れます。これにより、あらかじめ16個のオフセット量をプリセットしておき、使
用する工具に応じてそれを適宜呼び出すといったことが可能になります。ただし、オフセット番号を〔0〕と設定すると、工具長補
正がかからなくなります。
選択した工具に対する工具長補正量は、〔13>2　オフセット バンゴウ〕、〔13>3　コウグチョウ ケイソク〕、〔13>4　コウグチョウ
チョウセイ〕によって決まります。

13>3　コウグチョウ ケイソク

マガジンにセットした工具の長さを自動計測し、その値をオフセット量として登録します。計測には、Z0センサとセンサベースを
用います（回転軸ユニット併用時には不要）。スピンドル先端から工具先端までの長さが計測されます。
計測した工具長がどのオフセット番号に登録されるかは、〔13>2　オフセット バンゴウ〕の設定に依存します。計測結果は、
〔13>4　コウグチョウ チョウセイ〕で確認および調整ができます。

13>4　コウグチョウ チョウセイ

記憶：する
工場出荷時：0 mm
設定範囲：-115.00～+115.00 mm

工具長補正のオフセット量を手動で設定します。オフセットNo.1～16それぞれについて設定できます。任意の高さを基準とした工
具先端までの長さを入力します。プラスの値では上向きに、マイナスの値では下向きに補正されます。基準工具を想定してもよく、
それより長ければプラス、短ければマイナスの値を入力します。
どの工具に対して何番のオフセット量を割り当てるかは、〔13>2　オフセット バンゴウ〕で設定します。
登録された16個のオフセット量は、RML-1モードとNCコードモードで共用されます。

13>5　エアー アツリョク ケイソク

コントロールボックスに供給されている圧縮空気の圧力を表示します。
このメニューの表示中、加工機は一時停止状態になります。
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7-3　RML-1メニュー解説

13>6　マガジン セッテイ

マガジンを取り付ける際の基準位置へスピンドルを移動します。回転軸ユニット装着時と非装着時で、基準位置は自動的に切り替わ
ります。

〔マガジン1  イチヘ〕
スピンドルをマガジン調整位置へ移動します。

〔マガジン2  イチヘ〕
スピンドルをマガジン調整位置へ移動します。〔13>7 ストック スウ〕が〔8〕に設定されているときのみ表示されます。増設マガ
ジンを取り付けるときに使用します。

〔マガジン1  オフセット〕
マガジンを取り付けるときに設定した、マガジンのＸ方向、Ｙ方向それぞれの補正値が表示されます。

〔マガジン2  オフセット〕
増設マガジンを取り付けるときに設定した、マガジンのＸ方向、Ｙ方向それぞれの補正値が表示されます。〔13>7 ストック スウ〕
が〔8〕に設定されているときのみ表示されます。増設マガジンを取り付けるときに使用します。

13>7　ストック スウ

記憶：する
工場出荷時：4
設定範囲：4, 8

工具収容数を設定します。ツールマガジンを2つに増設した場合、〔8〕に設定してください。ただし、回転軸ユニットを併用する場
合は、〔4〕に固定されます。
この設定により、〔13>1　コウグ センタク〕、〔13>2　オフセット バンゴウ〕、〔13>3　コウグチョウ ケイソク〕で表示されるス
トック数などが変化します。〔13>6　マガジン セッテイ〕にも影響します。

ポーズ > エアー アツリョク ケイソク

〔PAUSE〕キーを押すと表示されるメニューに追加されます。〔13>5　エアー アツリョク ケイソク〕と同様、供給されている空気
圧力を表示します。
このメニューの表示中、加工機は一時停止状態になります。



52 第7章　メニューリファレンス

7-4　NCコードメニュー解説

13>1　コウグ センタク

工具脱着の動作をします。

〔コウグ1〕,〔コウグ2〕,〔コウグ3〕.....
マガジンにセットした工具を取得もしくは交換します。つかみたい工具がセットしてあるストック番号を指定すると、〔バンゴウヲ
シテイシテ ENTER〕と表示されますので、その工具に適用したいオフセット番号を指定します。工具選択の動作が行われ、指定さ
れたオフセット量で工具長補正（G43と同等）がかかります。オフセットNo.0を指定すると、工具長補正を行いません。

〔モドス〕
取得した工具をマガジンへ戻します。

〔キョウセイ カイホウ〕
取得した工具を強制解放します。マガジンへ戻す動作はしませんので、工具の落下に注意して操作してください。工具を手作業で外
したいときに使用します。

13>2　コウグチョウ ケイソク

マガジンにセットした工具の長さを自動計測し、その値をオフセット量として登録します。計測には、Z0センサとセンサベースを
用います（回転軸ユニット併用時には不要）。スピンドル先端から工具先端までの長さが計測されます。
このメニューを実行すると、計測した工具長をどのオフセット番号に登録するかを指定する画面が表れます。計測結果は、〔13>3　
コウグチョウ チョウセイ〕で確認および調整ができます。

13>3　コウグチョウ チョウセイ

記憶：する
工場出荷時：0 mm
設定範囲：-115.00～+115.00 mm

工具長補正のオフセット量を手動で設定します。オフセットNo.1～16それぞれについて設定できます。何番のオフセット量をどの
工具に割り当てるかは、メニューでは設定できません。これはプログラムで指定します。
登録された16個のオフセット量は、RML-1モードとNCコードモードで共用されます。

13>4　エアー アツリョク ケイソク

コントロールボックスに供給されている圧縮空気の圧力を表示します。
このメニューの表示中、加工機は一時停止状態になります。

13>5　マガジン セッテイ

マガジンを取り付ける際の基準位置へスピンドルを移動します。回転軸ユニット装着時と非装着時で、基準位置は自動的に切り替わ
ります。

〔マガジン1  イチヘ〕
スピンドルをマガジン調整位置へ移動します。

〔マガジン2  イチヘ〕
スピンドルをマガジン調整位置へ移動します。〔13>6 ストック スウ〕が〔8〕に設定されているときのみ表示されます。増設マガ
ジンを取り付けるときに使用します。

〔マガジン1  オフセット〕
マガジンを取り付けるときに設定した、マガジンのＸ方向、Ｙ方向それぞれの補正値が表示されます。

〔マガジン2  オフセット〕
増設マガジンを取り付けるときに設定した、マガジンのＸ方向、Ｙ方向それぞれの補正値が表示されます。〔13>6 ストック スウ〕
が〔8〕に設定されているときのみ表示されます。増設マガジンを取り付けるときに使用します。
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7-4　NCコードメニュー解説

13>6　ストック スウ

記憶：する
工場出荷時：4
設定範囲：4, 8

工具収容数を設定します。ツールマガジンを2つに増設した場合、〔8〕に設定してください。ただし、回転軸ユニットを併用する場
合は、〔4〕に固定されます。
この設定により、〔13>1　コウグ センタク〕、〔13>2　コウグチョウ ケイソク〕で表示されるストック数などが変化します。
〔13>5　マガジン セッテイ〕にも影響します。

ポーズ > エアー アツリョク ケイソク

〔PAUSE〕キーを押すと表示されるメニューに追加されます。〔13>4　エアー アツリョク ケイソク〕と同様、供給されている空気
圧力を表示します。
このメニューの表示中、加工機は一時停止状態になります。
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第8章
その他の情報

この章では、メンテナンス、エラーメッセージの対処方法、仕様などに
ついて説明しています。
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8-1　日常のメンテナンス

清掃と注油

吸い込み型の掃除機やブラシを用いて、切削くずをこまめに清掃してください。テーパシャンクに切削くずが付くと振
れ精度などに影響しますので、日頃からよく清掃するようにしてください。グリスなどの汚れが付着した場合には、乾
いた柔らかい布でよく拭き取ってください。

お客様にしていただくメンテナンスでは、注油は必要ありません。

エアレギュレータのメンテナンス

エアレギュレータにはフィルタが付いており、次第に水やほこりがたまってきます。

水がいっぱいになる前に水抜きを行ってください。圧縮空気の供給を止めて
から、ボウル下部のノブを少しずつゆるめます。圧が残っていると水が下へ
噴き出しますので、飛び散らないよう雑巾などで受けます。

ボウル内部がほこりで汚れたときは、取り外して清掃します。圧縮空気の供
給を止めてから、ボウル下部のノブを少しずつゆるめます。次にボウルを回
して外し、中性洗剤で洗います。シンナーなどの溶剤は使わないでください。
ボウルが劣化し、空気圧で破裂する恐れがあります。

スピンドルユニットの点検

ATCユニット用スピンドルの寿命は、おおよそ5,000時間（総回転時間）です。お早めの点検・交換をおすすめします。
交換部品については、弊社コールセンターにお問い合わせください。
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8-2　エラーメッセージの対処

加工機のディスプレイにエラーメッセージが表示された場合は、次のように対処してください。この操作をしても復帰
できないときや、これ以外のエラーが表示されたときは、弊社コールセンターまでご連絡ください。

ATCユニットガ アリマセン

メニュー〔オート ツール チェンジャー〕を実行したが、ATCユニットが装着されていない。

メニュー〔オート ツール チェンジャー〕は、ATCユニット装着時のみ実行できます。しばらくすると自動的にもとの画面へ復帰
します。

コウグヲ ツカンデ イマス  ENTERデ コウグヲ ハナシマス

工具を取得した状態で電源をオンにした。

工具をつかんだまま電源をオンにすると、安全のため工具を解放します。〔ENTER〕キーを押すとその場で工具を強制解放し、エラー
から復帰します。マガジンへ戻す動作はしませんので、工具が落下しないよう手で支えながら操作してください。

(1)〔ENTER〕キーを押します。強制解放動作が行われ、〔コウグヲ ハナシテイレバ  ENTERヲ オシテクダサイ〕と表示されます。
(2) 工具が解放された場合は、〔ENTER〕キーを押してエラーから復帰します。
解放されなかった場合は、電源をオフにします。空気圧力が規定内にあるか、エアホースやケーブルが外れていないかを確認し、
電源をオンにします。再びエラーメッセージが表示されますので、〔ENTER〕キーを押します。この操作で解放できない場合は、
弊社コールセンターまでご連絡ください。

工具をつかんでいるにも関わらずこのメッセージが出なかったときは、直ちに電源をオフにし、弊社コールセンターまでご連絡くだ
さい。

コウグ **ヲ ツカメマセンデシタ  コウグヲ セットシテ ENTER

指定された工具を取得できない。

「**」は、ストック番号を示します。マガジンに工具がセットされていない、マガジンの取り付け位置が適切でないなどの理由で、工
具の取得に失敗したときに表示されます。
マガジンに工具をセットしていなかった場合は、工具をセットした後〔ENTER〕キーを押します。エラーから復帰し、再度工具取
得の動作を行います。その他の原因の場合は、電源をオフにし、原因を取り除いてからやりなおしてください。

センサーガ セツゾクサレテイマセン  センサーヲ セットシテ ENTER

Z0センサを接続しないまま自動工具長計測を実行しようとした。

〔コウグチョウ ケイソク〕の実行にはZ0センサが必要です（ただし、回転軸ユニット装着時には不要）。Z0センサを接続しセンサベー
スに乗せた後、〔ENTER〕キーを押してください。エラーから復帰し、計測動作を再開します。

コウグガ ナガスギマス  コウグヲ ミジカクシテ ENTER

工具が長すぎるため自動計測できない。

〔コウグチョウ ケイソク〕を実行したが工具が長すぎて計測できなかったとき、この表示になり、工具をマガジンに戻します。規定
の長さの工具に差し替えた後、〔ENTER〕キーを押してください。エラーから復帰し、計測動作を再開します。
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8-2　エラーメッセージの対処

エアーノ アツリョクガ フソクデス

圧縮空気の圧力が規定より低いため動作を中断した。

圧縮空気の圧力が不足しているときに表示されます。まず、空気圧力を0.5～0.65 MPaに調整しなおしてください。表示が〔ENTER
デ サイカイシマス〕に変わったら、〔ENTER〕キーを押します。エラーから復帰し、動作を再開します。

エアーノ アツリョクガ タカスギマス

圧縮空気の圧力が規定より高いため動作を中断した。

圧縮空気の圧力が過剰なときに表示されます。まず、空気圧力を0.5～0.65 MPaに調整しなおしてください。表示が〔ENTERデ
サイカイシマス〕に変わったら、〔ENTER〕キーを押します。エラーから復帰し、動作を再開します。

ドウサ フカノウ  コウグヲ カエセマセン

工具を解放できない。

何らかの理由でつかんでいる工具が放せなかったときに表示されます。
電源をオフにし、空気圧力が規定内にあるか確認します。また、エアホースやケーブルが外れていないかを確認します。再び電源を
オンにします。〔コウグヲ ツカンデ イマス ENTERデ コウグヲ ハナシマス〕と表示されたら〔ENTER〕キーを押し、工具の強制
解放を試みます（このとき工具の落下に注意してください）。この操作で解放できない場合は、弊社コールセンターまでご連絡くださ
い。
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8-3　動作範囲について

ATCユニット装着時、MDX-650Aの動作範囲は以下のようになります。

回転軸ユニットなしの場合

X軸方向の動作範囲が変更されます。

回転軸ユニットを併用する場合

MDX-650AにATCユニットと回転軸ユニットの両方を装着した場合、XYZ軸の動作範囲はATCユニットなしの場合
と同じになります。実際の加工範囲は、回転軸ユニットに装着可能な材料の大きさ等により制限されます。

540 mm

4
5
0
 m
m

回転軸ユニットを併用する場合、ツールマガジンや回転軸ユニットは動作範囲内に位置します。工具がそれらと衝突しないよう、
プログラム側で十分な考慮をしてください。
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8-4　ツールマガジンの増設について

ツールマガジンは増設が可能で、合計2つまで装着可能です（ただし、回転軸ユニット併用時は増設できません。増設
ツールマガジンはオプションです）。

増設ツールマガジンの取付手順について

ATCユニットの導入時に2つのツールマガジンを同時に取り付ける場合と、後からツールマガジンを増設する場合とで
は手順が異なります。場合に応じた手順で作業してください。

テーブル

増設マガジン

Z0センサベース
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8-4　ツールマガジンの増設について

ATCユニット導入時に取り付ける手順

ATCユニットの導入時に、増設ツールマガジンも同時に取り付けてしまう場合の手順です。

作業手順

1 「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 1：スピンドルとシリンダの取り付け」および「Step 2：コント

ロールボックスの取り付け」に従って導入作業を行います。

2 「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取り付け」に入る前に、次の設定をします。

(1) 加工機のスピンドルカバーを閉じ、電源をオンにします。
(2)〔ENTER〕キーを押します。初期動作の後、座標表示画面になります。
(3)〔ENTER〕キーを押してメインメニューを表示させます。
(4) ダイヤルを回して〔オートツールチェンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(5) ダイヤルを回して〔ストック スウ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(6) ダイヤルを回して〔8〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。設定確認後、再び〔ENTER〕キーを押します。
(7)〔EXIT〕キーを3回押して座標表示画面に戻ります。

3 「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」に従い、手順1～9までの作業を行い

ます。
ひとつめのツールマガジンの位置決めをし、キャップスクリューを締め付けるまでの作業をします。ツールマガジンとスピン
ドルの位置補正も続けて行います。

4 右の表示になったら、スピンドルカバーを再び開きます。

5 増設するツールマガジンを固定します。位置決め金具を取り付けて位置決めをし、キャップスクリューを締め付

けます。ツールマガジンとスピンドルの位置補正も続けて行います。
「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」の手順4～9を参考にしてください。

6 増設したツールマガジンにZ0センサベースを取り付けます。
「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」の手順10を参考にしてください。

7 「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」に従い、手順11～13までの作業を

行います。
スピンドルの高さ調整を行います。ツールホルダは、ひとつめのツールマガジンにセットしてください。

8 「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 4：設定と調整」の作業を行います。

ﾏｶﾞｼﾞﾝ2 ｾｯﾄ ｼｭｳﾘｮｳｺﾞ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ
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あとから追加で取り付ける場合の手順

ATCユニットの導入がすでに完了しており、あとから増設ツールマガジンを追加する場合の手順です。

作業手順

1 すべての工具をツールマガジンから撤去します。

2 Z0センサベースをいったん取り外します。

3 次の操作で、ストック数を「8」に設定します。

(1)〔ENTER〕キーを押してメインメニューを表示させます。
(2) ダイヤルを回して〔オートツールチェンジャー〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(3) ダイヤルを回して〔ストック スウ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(4) ダイヤルを回して〔8〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。設定確認後、再び〔ENTER〕キーを押します。

4 続けて、次の操作でスピンドルをマガジン調整位置へ移動します。

(1)〔EXIT〕キーを押してひとつ前のメニューに戻ります。
(2) ダイヤルを回して〔マガジン セッテイ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(3) ダイヤルを回して〔マガジン2イチへ〕を選択し、〔ENTER〕キーを押します。
(4) ツールマガジンに工具のないことを確認し、〔ENTER〕キーを押します。

5 右の表示になったら、スピンドルカバーを開きます。

6 増設するツールマガジンを固定します。位置決め金具を取り付けて位置決めをし、キャップスクリューを締め付

けます。ツールマガジンとスピンドルの位置補正も続けて行います。
「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」の手順4～9を参考にしてください。

7 増設したツールマガジンにZ0センサベースを取り付けます。
「2-4 ATCユニットの取り付け」の「Step 3：ツールマガジンの取付」の手順10を参考にしてください。

8-4　ツールマガジンの増設について

ﾏｶﾞｼﾞﾝ2 ｾｯﾄ ｼｭｳﾘｮｳｺﾞ
ENTER ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ
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8-5　拡張されるRML-1コマンド

ATCユニットの装着により、次のRML-1コマンドが拡張されます。

モード1

コマンド：J　工具交換
書式：J t　J
パラメータ：t　工具番号
範囲：0～4または 0～8（マガジン増設時）

モード2

コマンド：SP　工具交換
書式：SP t;　SP;
パラメータ：t　工具番号
範囲：0～4または 0～8（マガジン増設時）



64 第8章　その他の情報

8-6　仕様

工具収容数

最大工具長

最大工具径

ツールホルダ形式

工具選択方式

適応圧縮空気

主軸回転数

動作温度

動作湿度

梱包外寸

梱包重量

ZAT-650ZAT-650ZAT-650ZAT-650ZAT-650

4本 または 8本（マガジン増設時、オプション）

110 mm

φ10 mm

テーパシャンク：JBS4002 15T 7/24テーパ
プルスタッド：JBS4002 15P (45°) 特殊

ダイレクトチェンジ式、固定番地指定

0.7～ 1 MPa かつ 50 L/min. 以上

3,000～12,000 rpm

5～40 ℃

35～80 %（ただし結露のないこと）

785 (幅) × 310 (奥行) × 235 (高さ) mm

12.5 kg

* ATCユニット装着時、MDX-650Aの動作範囲は次のとおりとなります。

　回転軸ユニット非装着時 ：540(X)×450(Y)× 155(Z) mm
　回転軸ユニット併用時 ：MDX-650AにATCユニットと回転軸ユニットの両方を装着した場合、XYZ軸の動作範囲はATC

ユニットなしの場合と同じになります。実際の加工範囲は、回転軸ユニットに装着可能な材料の
大きさ等により制限されます。
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