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

 と  の意味

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

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

図記号の例

分解・修理・改造はしないでください。

火災の原因になったり、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。

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。

回転軸ユニットと材料の間に指を入れ
ないでください。

指をはさみ、けがをすることがあります。

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。

加工範囲の設定は、工具が回転軸ユ
ニット本体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。

安全にお使いいただくために

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

 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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: 機械の故障や誤動作を防ぎ、正しく使用するための情報です。

: 使用上の、ポイント、アドバイスです。

 や  の他に、次の記号を使っています。

お願い

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。
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Part 11    本ユニットの特長

本ユニットは、MDX-650A/650対応の回転軸ユニットです。MDX-650A/650のXYZ軸に回転軸（A軸）を加えることで、
簡単に多面切削が実現できます。これまで両面切削は、表裏面の精密な位置決めが必要でしたが、本ユニットを使用するこ
とで表裏面の切替えなどの面倒な操作が容易に行えます。

本ユニットを装着した場合、XYZ軸またはXZA軸の同時3軸制御が可能です（A軸とY軸は同時に動作しません。XYZAの
同時4軸動作は行えません）。A軸とY軸の切替えは、コマンドあるいは操作パネルから簡単に行えます。

A軸は、0～1080°（3回転）の位置決め範囲を持ちます。旋盤のような連続的な回転はできません。
本ユニットは、ケミカルウッド、モデリングワックスなどの樹脂切削に適します。金属切削には向きません。
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Part 22    セットアップ

2-1. 内容物の確認

六角レンチ
 6 mm:1  3 mm:1

回転軸ユニット本体

ケーブルクランプ

ネジ: 4
（ケーブルクランプ固定用、

スライダ固定治具用）

キャップスクリュー: 4
（回転軸ユニット本体固定用）

Yセンター検出用ピン
(φ 6 mm)

スライダ固定治具スペーサ: 4

ワッシャ: 4
（回転軸ユニット本体固定用）



6

2-2. 各部の名称

Part 2   セットアップ

突起部

突起部

スライダ

スライダ

アタッチメントベース

アタッチメントベース

セットビス

材料固定
アタッチメント

クランプマーカ

回転軸中心検出センサ

ケーブルクランプ ケーブル

材料当て付け面
駆動側駆動側駆動側駆動側駆動側

支持側支持側支持側支持側支持側
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2-3. 回転軸ユニットの取り付け

お願い 取り付けは必ず加工機本体の電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行って下さい。電源の入ったまま
ケーブルを抜きさしすると、故障の原因となります。

1 加工機本体の電源を入れます。 [  ] キーを押してT
スロットテーブルを一番手前まで移動します。

2 加工機本体の電源を切り、電源プラグを抜きます。

3 加工機本体に付属の六角レンチで図のキャップスク
リュー6本を外し、Tスロットテーブルを取り外しま
す。

4 スライダ固定治具をネジ2本で側面に取り付け、ス
ライダを一時的に固定します。

5 突起部とスライダ突き当て面に付いたほこりなどを
ぬぐい取ります。回転軸ユニット本体をスライダの
上に置き、突起部をしっかりとスライダに押し当て
ながらキャップスクリュー4本とワッシャで固定し
ます。
押し当てが不十分だったり取り付けが斜めだと切削
精度は確保できません。

Part 2   セットアップ

Tスロットテーブル

スライダ

スライダ

スライダ固定治具

ネジ

突起部

スライダ

スライダ

キャップ
スクリュー

突起部

六角レンチ

ワッシャ
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6 先ほど取り付けたスライダ固定用治具を取り外しま
す。

7 ケーブルクランプをネジ2本で取り付け、ケーブル
を固定します。白いクランプマーカの間にケーブル
クランプが来るようにします。

8 オプションの安全カバーをお使いの場合、左側面の
プレートを取り外します。

9 回転軸ユニットのケーブルを加工機本体の「EXT.3」
端子にしっかり差し込みます。ドライバでコネクタ
のネジを固定します。このケーブルが抜けたり緩ん
だりしていると、動作しません。確実に固定してくだ
さい。

10 回転軸ユニットの回転中心（Y軸側）を記憶させます。
操作方法については、「3-3. Y軸とZ軸の原点をA軸
回転中心に合わせる」の「Y軸のセンター合わせ」を
ご覧ください。

Part 2   セットアップ

（安全カバー）

プレート

ケーブル

ケーブルクランプ

クランプマーカ

ネジ

EXT.3 端子
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Part 33    操作パネルの使い方

回転軸ユニットを取り付けると、次のキー操作とディスプレイメニューが追加されます。ここでは、追加される機能につい
て説明します。操作パネルの基本的な使用方法は、加工機本体のマニュアルをご覧ください。

3-1. 操作パネルでA軸を回転させる

1 [JOG] キーを0.5秒以上押し続けます。ディスプレ
イの表示がA軸の座標値に切り替わります。
電源投入時には、操作パネルの [  ] [  ] キーはＹ
軸の動作に割り当てられており、ディスプレイの表
示もY軸の座標値になっています。 [JOG] キーを0.5
秒以上押し続けることで、Y軸からA軸に切り替わ
ります。

2 [  ] キーでプラス方向（手前方向）、 [  ] キーでマイ
ナス方向（奥側）に回転します。また、 [JOG] キーを
押して [*] を [A] に合わせると、ダイヤルでも操作
できます。

3 再度 [JOG] キーを0.5秒以上押し続けると、A軸か
らY軸に切り替わります。

 X     0   *Y      0
 Z     0    --------

 X     0   *A      0
 Z     0    --------

0.5秒以上
押し続ける

マイナス方向プラス方向

 X     0   *Y      0
 Z     0    --------

 X     0   *A      0
 Z     0    --------

0.5秒以上
押し続ける
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Part 3   操作パネルの使い方

回転軸中心
検出センサ

3-2. A軸の原点設定

本ユニットは、機械原点から3回転分の座標範囲を持っています。その座標範囲内にワーク座標原点を設定できます。

1 ディスプレイを座標表示にします。

2 原点に設定したい角度までA軸を回転させます（「3-1. 操作パネルでA軸を回転させる」を参照）。

3 [XY/A] キーを押します。

4 [ENTER] キーを押します。画面が一回点滅し、座標表示に戻ります。これでA軸の原点が設定されました。電源を
切ってもこの原点は記憶されています。

3-3. Y軸とZ軸の原点をA軸回転中心に合わせる

Y軸とZ軸のワーク座標原点をA軸回転中心に合わせると、多面切削のときなどの座標値決めが容易になります。本ユニッ
トは、この設定を簡単に行える機能を持っています。MODELA Playerをお使いの場合は、必ずこれらの操作を行ってくだ
さい。

お願い センサカバーはセンサの使用後必ずもとに戻して下さい。取り外したまま切削すると、切削屑がセンサ
に付着したりセンサ内に侵入し、故障の原因となります。

Y軸のセンター合わせ

この操作は、回転軸ユニットの取り付け後に、必ず最低1度は行ってください。また、スピンドルユニットを交換したとき
にも行ってください。

1 センサカバーを外します。
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2 付属のYセンター検出用ピンを20mmほどの突き出
し長さでスピンドルユニットに取り付けます。

3 Yセンター検出用ピンの先端を、回転中心検出セン
サの上空2～3mm程度の位置に移動します。

4 [EXIT] キーを押してメインメニューを表示させます。

5 ダイヤルを回して [ロータリ セイギョ] に矢印を合
わせ、 [ENTER] キーを押します。

6 ダイヤルを回して [Yセンター モード] に矢印を合わ
せ、 [ENTER] キーを押します。

7 確認のメッセージが出ます。準備がよければ
[ENTER] キーを押します。自動的にA軸の回転中心
が検出され、Y軸の原点としてセットされます。
「ピピッ」というブザー音が鳴ったら検出は完了で
す。

8 センサカバーをもとに戻します。

お願い この操作は、必ず付属のYセンター検出用ピンを使って行ってください。エンドミルなどを使うと、正
確な原点が検出できません。

より正確なY軸センター合わせが必要な場合、 [センターオフセット Y] 機能をお使いください。センサの誤差を補正するこ
とができます。詳細は、「Part 5  Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整」を参照してください。
またこのY軸センター位置はメモリに記憶され、XY軸原点を別の位置に設定しても消えません。 [Yジクゲンテンノ リセッ
ト] を実行すると、Y軸原点をいつでもセンター位置に戻すことができます。詳細は、「3-4. 追加されるディスプレイメ
ニュー」をご覧ください。

12>4    Y ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾄﾞ�
      5    ｾﾝﾀｰ ｵﾌｾｯﾄ Y

  >12    ﾛｰﾀﾘ ｾｲｷﾞｮ�

Part 3   操作パネルの使い方
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Z軸のセンター合わせ

この操作は、ツールを交換するごとに必ず行ってください。

1 センサカバーを外します。

2 実際の切削に使うツールをスピンドルに取り付けま
す。

3 ツール先端を回転中心検出センサの上空2～3 mm程
度の位置に移動します。

4 [EXIT] キーを押してメインメニューを表示させます。

5 ダイヤルを回して [ロータリ セイギョ] に矢印を合
わせ、 [ENTER] キーを押します。

6 ダイヤルを回して [Zセンター モード] に矢印を合わ
せ、 [ENTER] キーを押します。

7 [-Z] キーを押してツールを下げ、回転中心検出セン
サに当てます。ツールがセンサに触れた瞬間に動作
が止まり、ツールアップします。自動的にA軸の回
転中心が検出され、Z軸の原点としてセットされま
す。
「ピピッ」というブザー音が鳴ったら検出は完了で
す。

8 センサカバーをもとに戻します。

12>2  Z ｾﾝﾀｰ ﾓｰﾄﾞ�
      3  Yｼﾞｸｹﾞﾝﾃﾝﾉ ﾘｾｯﾄ�

  >12    ﾛｰﾀﾘ ｾｲｷﾞｮ�

Part 3   操作パネルの使い方

回転軸中心
検出センサ
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3-4. 追加されるディスプレイメニュー

ここでは、回転軸ユニットを取り付けたときに追加されるMDX-650A/650のメニューについて説明します。

メニューフローチャート

(RML-1,NC-CODEとも同様)

0～360°�
(15°きざみ)�

�

  > 12    ﾛｰﾀﾘ  ｾｲｷﾞｮ� 12 > 1    ｶｲﾃﾝ�
        2    Z  ｾﾝﾀｰ  ﾓｰﾄﾞ�
        3    Yｼﾞｸｹﾞﾝﾃﾝﾉ  ﾘｾｯﾄ�
        4    Y  ｾﾝﾀｰ  ﾓｰﾄﾞ�
        5    ｾﾝﾀｰ  ｵﾌｾｯﾄ  Y�
        6    ｾﾝﾀｰ  ｵﾌｾｯﾄ  Z�
        7    ﾛｰﾀﾘｰ  ｼﾖｳ  ｼﾞｶﾝ�
        8    ｻﾞﾋｮｳ  ﾋｮｳｼﾞ�
�

12 - 1    ｶｲﾃﾝ�
　　　　　　　　          0  ﾄﾞ�[EXIT]

12 > 2    Z  ｾﾝﾀｰ  ﾓｰﾄﾞ�
     ｶｰｿﾙ  ｲﾄﾞｳ  ｼﾃｸﾀﾞｻｲ�

12 > 3    Yｼﾞｸｹﾞﾝﾃﾝﾉ  ﾘｾｯﾄ�
     ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ?  [ENTER]

12 > 4    Y  ｾﾝﾀｰ  ﾓｰﾄﾞ�
     ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ?  [ENTER]

-1000～1000 µm�
(10 µmきざみ)�

�

-1000～1000 µm�
(10 µmきざみ)�

�

12 - 5    ｾﾝﾀｰ  ｵﾌｾｯﾄ  Y�
　　　　　　   <          0  µm>

12 - 6    ｾﾝﾀｰ  ｵﾌｾｯﾄ  Z�
　　　　　　   <          0  µm>

12 - 7    ﾛｰﾀﾘｰ  ｼﾖｳ  ｼﾞｶﾝ�
                                  0  ｼﾞｶﾝ　　　　　　�

12 - 8    ｻﾞﾋｮｳ  ﾋｮｳｼﾞ�
　　　　　　         

[ENTER]

[EXIT]

[ENTER]

メインメニュー

Part 3   操作パネルの使い方
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メニュー解説

Part 3   操作パネルの使い方

12-1  カイテン

12-2  Zセンター モード

12-3  Yジクゲンテンノ リセット

12-4  Yセンター モード

12-5  センターオフセット Y

12-6  センターオフセット Z

12-7  ロータリー シヨウジカン

記憶：しない
設定範囲：0～360°
ステップ：15

ユーザー原点（ワーク原点）を基準にして、選択した角度までA軸が回転しま
す。

回転中心検出センサを使って、ツールの先端がA軸中心の高さと一致する位
置にZ軸原点を設定します。

[Yセンター モード] であらかじめ設定した位置にY軸原点を設定しなおしま
す。Y軸原点を他の位置に設定したあとも、この項目を実行するだけでY軸
原点がA軸の中心になるよう設定しなおされます。
[Yセンター モード] を一度も実行していないときにこの項目を実行した場合、
Y軸原点は最大動作範囲の中心に設定されます。

回転中心検出センサを使って、ツールの中心がA軸中心と一致する位置にY
軸原点を設定します。これを実行すると [センターオフセット Y] の値は0に
初期化されます。

記憶：する
工場出荷時：0
設定範囲：-1000～1000μm
ステップ：10

[Yセンター モード] で検出したY軸原点のずれを補正します。プラスの値を
入力すると奥側に、マイナスの値を入力すると手前側に補正がかかります。
この値は、 [Yセンター モード] を実行すると0に初期化されます。

記憶：する
工場出荷時：0
設定範囲：-1000～1000μm
ステップ：10

[Zセンター モード] で検出したZ軸原点のずれを補正します。プラスの値を
入力すると上方向に、マイナスの値を入力すると下方向に補正がかかります。

回転軸ユニットの総使用時間を表示します。値を0に戻すことはできません。
本ユニットが接続された状態でのスピンドル回転時間をカウントしています。
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Part 44    材料の取り付け

4-1. 加工範囲について

最大加工範囲（ZS-650T使用時）

切削範囲の留意点

実際に切削することのできる範囲は次の事柄によって制限を受け，上記の範囲よりも狭くなります。

・ツールの突き出し長さ

・回転軸ユニット本体や材料固定アタッチメントと、ツールやスピンドルユニットとの干渉

・取り付けた材料と、ツールやスピンドルユニットとの干渉

特に材料として角材を取り付けた場合、A軸回転の際に角部分がツールに当たりやすくなりますのでご注意ください。

15
5

(1
9)

(1
74

)

10
3

12
3(9
3)

88

最大 410

最大 385

単位：mm
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4-2. 材料の取り付け方法

1 付属の六角レンチ（6 mm）で支持側の固定スクリュー
をゆるめ、材料の大きさに合わせて支持側を移動し
ます。

2 支持側固定スクリューをしっかりと締め付けます。

3 駆動側、支持側の材料固定アタッチメントのセット
ビスを付属の六角レンチ（3mm）でゆるめ、材料を挿
入します。材料が平らな場合は、平らな面を材料固定
アタッチメントの材料当て付け面に押し当てます。

4 均等な力でしっかりとセットビスを締め付けます。
材料が薄くセットビスが届かない場合は、付属のス
ぺーサ等をはさんで固定します。

固定の際は材料に無理な力がかからないよう留意してください。切削中に材料が反ったり、歪みやすくなります。発泡材な
どやわらかな材料の場合、切削中に材料がずれたり、回転時にねじれたりして、精度に影響を与える場合があります。
付属の材料固定アタッチメントの場合、底面が平らな材料をお勧めします。

Part 4   材料の取り付け

スペーサ

セットビス



17

Part 55   Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整

5-1. オフセット調整が必要なとき

Y軸原点とZ軸原点は、回転軸ユニットの回転中心に設定するのが一般的です。本ユニットは、これら原点の設定を行うた
めの回転中心検出センサを持っています。これによる原点設定は、若干の誤差を生じることがありますが、オフセット調整
によって補正することが可能です。
原点位置にずれがあると、切削に次のような影響を与えます。

Z軸方向の精度が出ない場合

表面と裏面の2面を切削したとき、オブジェクトの厚みに誤差が生じます。これは、Z軸原点のずれが原因です。「5-2. セ
ンターオフセットZの調整方法」による補正を行ってください。

表面と裏面のつなぎ目で段差が生じる場合

オブジェクトの奥行きに誤差が生じます。その結果、表面と裏面の2面切削で上下のつなぎ目に段差が生じます。これは、Y
軸原点のずれが原因です。「5-3. センターオフセットYの調整方法」による補正を行ってください。

規定の高さにならない

段差
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5-2. センターオフセットZの調整方法

オフセット調整をするために、実際に材料を切削して原点のずれを評価します。
切削のしかたに特に決まりはありませんが、ここでは例としてソフトウェアを使わず簡単にできる方法をご紹介します。こ
の方法では、材料にモデリングワックスやケミカルウッドの使用をお勧めします。

1 φ6 mm程度のフラットエンドミルを取り付け、 [Zセ
ンター モード] を実行します。詳しくは、「3-3. Y
軸とZ軸の原点をA軸回転中心に合わせる」を参照
してください。

2 直方体の材料を取り付け、面が水平になるところで
A軸原点をセットします。 [JOG] キーを0.5秒以上
押して [  ] [  ] キーをY軸の操作に戻しておきま
す。
詳しくは、「3-1. 操作パネルでA軸を回転させる」お
よび「3-2. A軸の原点設定」を参照してください。

3 [SPINDLE] キーを0.5秒以上押してスピンドルを回
転させます。 [JOG] キーを押して [*] をスピンドル
回転数に合わせ、ダイヤルで8000～10000 RPM
程度に設定します。

4 ツールを材料の端に移動します。 [-Z] キーとダイヤ
ルを使ってツールを徐々に下げ、0.2～0.5 mmほど
切り込みます。このときディスプレイに表示された
Z 座標値をメモしておきます（これを座標 a としま
す）。

5 [  ] [  ] [  ] [  ] キーでツールを移動し、材料を
切削していきます。ノギスなどを当てるのに十分な
範囲を切削します。

Part 5   Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整

X       0  Y       0
Z       0 *8000  RPM

(RML-1)

(NC-CODE)

X       0  Y       0
Z       0 *S80  OFS 

 X    4520  Y   -3125
*Z     -80  ---------
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6 [EXIT] キーを押します。ダイヤルで [12  ロータリ
セイギョ] を選択し、 [ENTER] キーを押します。同
様にして [12-1  カイテン] メニューに入り、ダイヤ
ルで [180 ド] にセットします。 [ENTER] キーを押
します。ツールが上がり、材料が反転します。
[EXIT] キーで座標値画面に戻ります。

7 手順3～5と同様にして、材料の裏面を切削します。
このときのZ座標値もメモしておきます（これを座標
bとします）。
完了したら [+Z] キーでツールを上げ、 [SPINDLE]
キーを押してスピンドルを停止します。

8 手順4、7でメモした座標aと座標bから仕上がり厚
みの理論値を算出します。また、切削した材料の厚み
をノギスなどで実測します。この理論値と実測値の
差が誤差となります。補正値は、この1/2が目安と
なります。

　厚みの理論値 = 座標a + 座標b

　補正値 = (厚みの理論値 - 実測値)÷ 2

例えば、座標aが -80、座標bが 2250だったとす
ると、厚みの理論値は21.7 mmとなります。実測値
が21.8 mmだったとすると、補正値は -50μmが目
安となります。

9 [EXIT] キーを押します。ダイヤルで [12  ロータリ
セイギョ] を選択し、 [ENTER] キーを押します。同
様にして [12-6  センターオフセット Z] メニューに
入り、ダイヤルで補正値をセットします。 [ENTER]
キーを押します。

10 必要に応じて手順3～9を繰り返し、補正値を微調整します。

　実測値の方が大きいとき：補正値をさらにマイナスする

　実測値の方が小さいとき：補正値をさらにプラスする

12-1    ｶｲﾃﾝ�
                                180 ﾄﾞ�

Part 5   Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整

 X    4520  Y   -3125
*Z    2250  ---------

12-6    ｾﾝﾀｰ ｵﾌｾｯﾄ Z�
                          <   -50 um >

実測値
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Part 5   Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整

5-3. センターオフセットYの調整方法

オフセット調整をするために、実際に材料を切削して原点のずれを評価します。
切削のしかたに特に決まりはありませんが、ここでは例としてソフトウェアを使わず簡単にできる方法をご紹介します。こ
の方法では、材料にモデリングワックスやケミカルウッドの使用をお勧めします。

[Yセンター モード] を実行すると、 [センターオフセット Y] の値は0に初期化されます。

1 [Yセンター モード] を実行します。詳しくは、「3-
3. Y軸とZ軸の原点をA軸回転中心に合わせる」を
参照してください。
完了したら、刃長の十分長い（材料厚みの1/2以上）
フラットエンドミルを取り付けます。

2 直方体の材料を取り付け、面が水平になるところで
A軸原点をセットします。 [JOG] キーを0.5秒以上
押して [  ] [  ] キーをY軸の操作に戻しておきま
す。
詳しくは、「3-1. 操作パネルでA軸を回転させる」お
よび「3-2. A軸の原点設定」を参照してください。

3 [SPINDLE] キーを0.5秒以上押してスピンドルを回
転させます。 [JOG] キーを押して [*] をスピンドル
回転数に合わせ、ダイヤルで8000～10000 RPM
程度に設定します。

4 ツールを材料の奥側に移動し、材料厚みの半分程度
まで下げます。 [  ] キーとダイヤルを使って材料に
徐々に近づけ、0.2～0.5 mmほど切り込みます。こ
のときディスプレイに表示されたY座標値をメモし
ておきます。

5 [JOG] キーを押して [*] をX軸に合わせます。ダイ
ヤルを回して幅2～3 cmほどを切削します。

X       0  Y       0
Z       0 *8000  RPM

(RML-1)

(NC-CODE)

X       0  Y       0
Z       0 *S80  OFS 

 X    7648 *Y    3860
 Z     -40  ---------
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6 [EXIT] キーを押します。ダイヤルで [12  ロータリ
セイギョ] を選択し、 [ENTER] キーを押します。同
様にして [12-1  カイテン] メニューに入り、ダイヤ
ルで [180 ド] にセットします。 [ENTER] キーを押
します。材料が反転して手順5での切削面が手前に
来ます。
[EXIT] キーで座標値画面に戻ります。

7 ツールを材料の手前に移動し、手順5での切削面と1
mmほどオーバーラップするところまで下げます。
[  ] キーとダイヤルを使って材料に徐々に切り込ん
でいきます。ディスプレイのY座標値を見て、手順
4でメモした座標値にマイナスを付けた値まで切り込
みます。例えば、手順4で Y = 3860 まで切り込ん
だとすると、ここでは Y = -3860 まで切り込みま
す。

8 [JOG] キーを押して [*] をX軸に合わせます。ダイ
ヤルを回して手順5と同じ程度の幅を切削します。
完了したら [+Z] キーでツールを上げ、 [SPINDLE]
キーを押してスピンドルを停止します。

9 ふたつの切削の段差を見ます。上側の切削面（2回目
の切削面）が手前にずれているか、奥側にずれている
かで補正値の正負が決まります。また、段差量の1/
2が補正値の目安となります。

　上側が手前にずれているとき：正の補正値

　上側が奥にずれているとき：負の補正値

　補正値 = 段差÷2

例えば、上側が奥にずれていて、段差が0.2 mmあっ
たとすると、補正値は -100μmが目安となります。

10 [EXIT] キーを押します。ダイヤルで [12  ロータリ
セイギョ] を選択し、 [ENTER] キーを押します。同
様にして [12-5  センターオフセット Y] メニューに
入り、ダイヤルで補正値をセットします。 [ENTER]
キーを押します。

11 必要に応じて手順3～10を繰り返し、補正値を微調整します。

　上側が手前にずれているとき：補正値をさらにプラスする

　上側が奥にずれているとき：補正値をさらにマイナスする

12-1    ｶｲﾃﾝ�
                                180 ﾄﾞ�

Part 5   Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整

 X    4960 *Y   -3860
 Z     -50  ---------

12-5    ｾﾝﾀｰ ｵﾌｾｯﾄ Y�
                       <   -100 um >

正の補正値を入力

段差

段差

負の補正値を入力
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Part 6  6  MODELA Player Ver.3による切削
MODELA Player Ver.3 には、A軸制御機能と多面切削機能が付加されています。これにより、2面切削および4面切削が
簡単な操作で行えるようになります。
ここでは、回転軸ユニット対応のための特別な機能について説明します。

2面切削の場合

4面切削の場合 第1面 (0°)

第 3面 (90°)

第 2面 (180°)

第 4面 (270°)

第 1面 (0°)

第 2面 (180°)
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6-1. 回転軸ユニットを使う場合の設定

1 MODELA Player Ver.3のメニュー [オプション] - [機種選択] をクリックします。
[機種選択] ダイアログボックスが開きます。

2 [MDX-650 Rotaly (RML-1)] または [MDX-650 Rotary (G)] を選択し、 [OK] ボタンをクリックします。

3 [MDX-650 Rotaly (RML-1)] を選択した場合、MDX-650A/650のコマンドは [RML-1] に設定します。 [MDX-650
Rotary (G)] の場合は [NC-CODE] に設定します。

上記のように [MDX-650 Rotaly (RML-1)] または [MDX-650 Rotary (G)] に設定すると、MODELA Player Ver.3は次の
ようになります。

・ [多面切削の設定] ウィザードが追加されます。

・ [切削面を選択] 画面の [Z軸を中心に回転] チェックボックスの機能が拡張されます。チェックボックスをクリックする

ごとに、オブジェクトの向きがZ軸に沿って90度ずつ回転します。

・ [最大切削深さ] 画面に [Rotary Option] が追加になります。第1面から第4面それぞれの最大切削深さが指定できるよう

になります。

・ [仕上げ方法] ボタン（ [荒削り] か [仕上げ] かの指定）は使用しません。これは、 [多面切削の設定] ウィザードで行います。

・ [オプション] - [レイアウト/面だし] コマンドは無効になります。切削開始位置の指定や面出しは、 [多面切削の設定] ウィ

ザードで行います。また、 [余白] は常にゼロになります。

・ [オプション] - [マージン切削] コマンドは無効になります。 [マージン切削] は常に [しない] になります。

・「Virtual MODELA」による切削シミュレートはできません。

・4面切削のとき、第3面（90°）と第4面（270°）の切削が設定値より0.05 mm深くなります。

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削
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材料

ツール移動範囲

オブジェクトの大きさ

切削開始位置 (X-Y)

ツール

面出し深さ

切削開始位置 (Z)

材料

オブジェクト
の大きさ

第1面の最大切削深さ

6-2. MODELA Player Ver.3のツール移動範囲

切削時のツール移動範囲は、切削開始位置、 [大きさの設定] 画面で設定するオブジェクトの大きさ、そして最大切削深さの
設定によって決まります（下図参照）。ツールやスピンドルが干渉しない確認をする際の参考にしてください。
切削開始位置等の設定方法については、「6-5. MODELA Player Ver.3の操作手順」をご覧ください。

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削

ツール

加工範囲の設定は、工具が回転軸ユ
ニット本体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。
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6-3. 切削の準備

切削を始める前に、次のことを検討します。

オブジェクトの支持方法

オブジェクトの支持方法はその形によってケースバイケースですが、例えば次のような方法があります。
4面切削の場合、2点支持になります（図 .1）。2面切削の場合、オブジェクトの3Dデータにサポータを付加し、4点以上で
支持します（図 .2）。（MODELA Player Ver.3自身は、サポータ付加機能を持ちません。オブジェクトの3Dデータそのもの
にサポータ部分を含める必要があります。）

2点支持でも2面切削は可能ですが、ツール径分の削り残しが前後方向にも発生します（図.3）。サポータをうまく使うと、削
り残しを最小限にできます。切削に耐えられるよう、サポータの太さや数を決めます。
サポータは、ツールがオブジェクトを避けて下に突き抜けるだけの長さが必要です。つまり、図.3のような削り残しをなく
し、オブジェクトを周囲の壁と分離させるには、サポータにある程度の長さが必要です。必要な長さは、ツール径とMODELA
Player Ver.3の切削条件で決まります。

　サポータ長さ ≧ ツール径 ＋ [パス間隔] ＋ [仕上げ代]

[パス間隔] と [仕上げ代] は、MODELA Player Ver.3でツール径と材料を設定した後、 [オプション] - [切削パラメータ] を
クリックすると表示されます。

オブジェクトの周辺には、垂直な壁が外枠として残ります。切削深さが深い場合、これが切削抵抗を増大させる要因になり
ます。そのため、次のことを検討します。

・2点支持の場合、切削開始位置を材料手前の端ぎりぎりのところに設定します。また、材料前後方向の大きさを  オブジェ

クト ＋ ツール径  以下にします。こうすると前後の外枠は残りません。

・スロープ状になるよう、壁に若干の角度を付けます。そのためにはオブジェクトの3Dデータにあらかじめ外枠部分も含

めておく必要があります。裏表でアンダーカットが発生しないように、スロープは各壁面に2つ付ける必要があります。

また、サポータとの位置関係や、各面の切削深さも考慮する必要があります。

・深彫切削に適したエンドミル（ツール径よりもシャンク径の方が若干細いものなど）を用います。

図.1 図 .2

図 .3

Part 6  MODELA Player Ver.3による切削
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切削条件

オブジェクトの厚みが薄いと、切削の抵抗でしなってしまったり、ビビリが発生しやすくなります。最悪の場合、オブジェ
クトが折れてしまうこともあります。
この場合、MODELA Player Ver.3にあらかじめプリセットされている切削条件を変更します。 [オプション] - [切削パラメー
タ] をクリックし、 [カスタムパラメータ設定] ダイアログボックスで [材料の追加] ボタンを押します。そして、新たな切削
条件を設定します。例えば、 [Z切込み量] を小さくする、 [Z速度] や [XY速度] を遅くする、 [スピンドル回転数] を下げる、
などするとよいでしょう。

材料の形と大きさ

材料の形は、直方体が理想です。材料を固定アタッチメントに固定するのに必要なマージン、サポータなどオブジェクトの
支持に必要な分のマージンを考慮した上で、必要最小限の大きさを決めます。そして、その大きさに材料をあらかじめ切り
出しておくと、効率のよい切削ができます。

各切削面の最大切削深さ

第1面から第4面それぞれの切削深さをどれだけにするか決める必要があります。どれだけにすべきかは、オブジェクトの
形によってケースバイケースです。オブジェクトのアンダーカットを考慮したり、ツール径分の削り残しが最小になるよう
に考慮しながら決めます。
ある面とその反対側の面で、どれだけオーバーラップさせるかも考慮します。フラットエンドミルの場合、理論的にはオー
バーラップはゼロでいいのですが、表裏のつなぎ目が出てしまいます。ほんのわずかなオーバーラップを与えることで、こ
れを軽減することができるでしょう。また、ボールエンドミルの場合、ツール径分以上のオーバーラップが必ず必要です。

必要なツール長さと干渉のチェック

切削中にツールやスピンドルユニットが、材料固定アタッチメントや材料そのものなどにぶつからないよう、事前に十分考
慮することが必要です。材料をセットしたら、ツールを最大切削深さまで下げてみます。切削時のXY方向動作範囲（「6-2.
MODELA Player Ver.3のツール移動範囲」を参照）を考慮しながら、ツール長さが足りるか確認します。その上で、切削
開始点をどこにすべきかを決めます。
また、切削面を切り替えるとき（つまり材料を回転させるとき）に、ツールとぶつからないかも考慮する必要があります。ツー
ルをリミット位置まで上げ、材料の上空（ユニットの回転中心付近）に移動します。この状態でA軸を回転させ、ツールと材
料がぶつからないことを確認します。

材料を固定するための
マージン

サポータの長さ

サポータを支持する
ためのマージン
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6-4. 4面切削の実際

ここでは、4面切削の場合に留意すべき点について説明します。

切削誤差の仕上がりへの影響

4面切削の場合、切削のわずかな誤差が仕上がりに影響することがあります。2面切削ではほとんど影響のない程度の誤差で
も、4面切削では複雑な段差ができたり、波打ったような切削痕ができるなど、切削面がきれいに仕上がらないことがあり
ます。

切削面がきれいに仕上がらない原因は、例えば、第3面からの切削のときに、ツールの側面（外周刃）が第1面を傷つけてし
まうことです。

誤差が全くなければ、第3面からの切削は第1面とぴったり一致し、仕上がり面を傷つけることはないはずです。しかし、実
際には切削の誤差を全くなくすことは困難です。機械精度、ツールの振れ、ツール自身の精度、材料のたわみなど、要因は
ひとつではありません。切削の誤差をなるべく少なくすることはもちろんですが、実際の4面切削では、この影響を考慮し
た切削を行う必要があります。

適切な設定を行わなかった場合の例

1 2

第1面（0°） 第3面（90°）

第1面の切削

第3面の切削

切削の誤差

第2面の切削
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誤差を考慮した切削方法

MODELA Player Ver.3には、この仕上がりへの影響を少なくする機能があります。次のような方法で、仕上がり面を傷つ
けないようにします。

切削を深めにすることでツールの底面（底刃）を積極的に使うようにします。また、 [4面切削オフセット] によってツールを
外側に逃がし、ツールの側面（外周刃）がすでに仕上がった面に触れないようにします。 [4面切削オフセット] は、誤差の大
小に応じて調節できます。

仕上がり寸法についてのご注意

●第3面と第4面のみ、もとの設定より0.05 mm深めに切削します。第3面と第4面に関しては、あわ
せて0.1 mm小さめに仕上がりますのでご注意ください。

● [4面切削オフセット] を大きくするほど、仕上がり寸法に影響します。

[4面切削オフセット] について

● [4面切削オフセット] は、第3面と第4面を切削するときにツールを外側に逃がす機能です。設定値
を大きくするほど逃げの量が増え、仕上がり面を傷つけにくくなります。

●ツールが外側に逃げる分、島残しなどの部分は大きめに仕上がり、溝などは細めに仕上がります（第3
面と第4面のみ）。

● [4面切削オフセット] を大きくしていくと、細い溝部などにツールが入りにくくなり、削り残しが多
くなります。より細いツールの使用を検討してください。

第3面（90°）

第3面の切削

第1面の切削 第2面の切削

0.05 mm

[4面切削オフセット]

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削
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切削誤差を低減する方法

Y軸原点とZ軸原点のずれが仕上がりに影響します。「Part 5  Y軸原点とZ軸原点のオフセット調整」に従って調整を行っ
てください。
Z軸原点がプラス側にずれていると、仕上がりへの影響が大きく出ます。これは、第1面と第2面が厚めに仕上がり、第3
面と第4面の切削時にツールの側面（外周刃）が当たりやすくなるためです。
MODELA Player Ver.3の [4面切削オフセット] を大きくしても仕上がりが悪い場合には、 [センターオフセットZ] を最適
値よりもマイナス側に設定してみてください。ただし、その分小さめに仕上がります。

必要以上にツールの突き出し量を長くしないこともポイントです。ツールの振れが大きくなると、MODELA Player Ver.3
で補正しきれないことがあります。

切削中に材料がたわんだり反ったりすることがないようにすることも大切です。材料のセット方法や支持方法を十分検討し
てください。

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削
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6-5. MODELA Player Ver.3の操作手順

Step 1. 原点設定

1 [Yセンター モード] を実行済みか（または [RESET Y POS] を実行済みか）確認します。また、切削に使うツールで
[Zセンター モード] を実行します。

2 A軸原点を設定します。材料が直方体なら、面が水平になるところを原点とすれば良いでしょう。原点の設定に際し
ては、A軸の動作範囲が0～1080°（3回転）であることに留意してください。ここで設定する原点から、プラス方
向に少なくとも360°の動作範囲を確保する必要があります。

● [センターオフセットZ] および [センターオフセットY] の調整をしておくことをおすすめします。特
に4面切削の場合に、この調整が切削面の仕上がりに影響することがあります。詳しくは、「Part 5  Y
軸原点とZ軸原点のオフセット調整」および「6-4. 4面切削の実際」をご覧ください。

Step 2. 切削条件の設定

1 MODELA Player Ver.3でデータの読み込みと切削条件の設定をします。切削条件設定の際は、次の点に留意してく
ださい。

A) [切削面を選択] 画面に多面切削に適した向きを選
び、次の [大きさの設定] 画面で干渉などによる切削
範囲の制限を十分確認します。

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削
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B) [最大切削深さ] 画面で、 [Rotary Option] の [0]
をクリックし、 [最大深さ] を設定します。次に、例
えば [180] をクリックし、第2面の深さを設定しま
す。このように各切削面ごとの深さをすべて設定し
ます。なお、この値は [多面切削の設定] ウィザード
の中で変更できます。

C) [仕上げ方法] はここでは設定しません。次の [多
面切削の設定] ウィザードで行います。

2 [出力] をクリックすると [多面切削の設定] ウィザー
ドが開きます。

それぞれの角度をクリックし、各面の切削深さを設定する

[仕上げ方法] は、ここでは設定しない

Part 6   MODELA Player Ver.3による切削
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Step 3. [多面切削の設定] ウィザードの操作

このウィザードでは、まず2面か4面かを選択し、1) 面出し、2) 荒削り、3) 仕上げの順序で切削を進めていきます。この
3工程はワンセットです。面出しを省略していきなり荒削りを行うことはできません。また、工程の途中で2面と4面を変
更することもできません。

ウィザード操作（１） - 面出し工程

1 [2面] または [4面] をクリックします。

2 [面だし] をクリックし、 [次へ] ボタンをクリックします。

3 ツールと材料固定アタッチメントの干渉などを考慮して、材料の切
削可能な寸法を入力します。この値は、材料の大きさそのものでは
ないことに注意してください。このとき、オブジェクトの大きさ
（プラスツール径）より小さな値を入力すると、適切な値を入力する
ようメッセージが出ます。 [次へ] ボタンをクリックします。

4 ツールの干渉などを考慮して切削開始位置を決め、ツールを切削開
始位置に移動します。そして、このとき操作パネルに表示されてい
るXYZの座標値を正確に入力します。 [次へ] ボタンをクリックし
ます。

5 [4面] を選択してある場合は、もう一度切削開始位置の入力画面が
出ます。A軸をプラス方向に正確に90度回転させ、手順4と同様
に第3面の切削開始位置（YとZのみ）を入力します。 [次へ] ボタン
をクリックします。

6 [2面] を選択してある場合のみ、第1面の面出し深さを入力します
（第2面の面出し深さは自動計算されます）。面出し深さが不適切で
切削範囲が材料からはみ出す場合、適切な値を入力するようメッ
セージが出ます。 [次へ] ボタンをクリックします。
[4面] を選択してある場合は、切削開始位置から自動計算されるた
め、この画面は出ません。

7 [完了] ボタンをクリックします。面出しのデータが出力されます。
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ウィザード操作（2） - 荒削り工程

1 前項の「切削条件の設定」に従ってMODELA Player Ver.3の設定
を行います（例えば、面出しと荒削りで違うツールを使いたいとき
などです。違うツールと交換した場合は、 [Zセンター モード] を
再度実行するのを忘れないでください）。 [出力] をクリックすると
[多面切削の設定] ウィザードが開きます。特に設定変更の必要がな
いときは、そのまま [出力] をクリックしても構いません。

2 [荒削り] をクリックします。ここで [2面] と [4面] を変更しては
いけません。 [次へ] ボタンをクリックします。

3 最大切削深さの設定画面が出ます。ここには前項の「切削条件の設
定」で設定した値が入っていますが、必要ならここで変更ができま
す。値が大きすぎて材料からはみ出す場合、適切な値を入力するよ
うメッセージが出ます。 [次へ] ボタンをクリックします。

4 [完了] ボタンをクリックします。荒削りのデータが出力されます。
4面切削の場合は、 [4面切削オフセット] を入力します。初期値は
0.05 mmですが、仕上がりが悪い場合はより大きな値に設定しま
す。

ウィザード操作（3） - 仕上げ工程

1 「切削条件の設定」に従ってMODELA Player Ver.3の設定を行い
ます（例えば、荒削りと仕上げで違うツールを使いたいときなどで
す。違うツールと交換した場合は、 [Zセンター モード] を再度実
行するのを忘れないでください）。 [出力] をクリックすると [多面
切削の設定] ウィザードが開きます。特に設定変更の必要がないと
きは、そのまま [出力] をクリックしても構いません。

2 [仕上げ] をクリックします。ここで [2面] と [4面] を変更しては
いけません。 [次へ] ボタンをクリックします。

3 最大切削深さの設定画面が出ます。ここには前項の「切削条件の設
定」で設定した値が入っていますが、必要ならここで変更ができま
す。値が大きすぎて材料からはみ出す場合、適切な値を入力するよ
うメッセージが出ます。 [次へ] ボタンをクリックします。

4 [完了] ボタンをクリックします。仕上げのデータが出力されます。
4面切削の場合は、 [4面切削オフセット] を入力します。初期値は
0.05 mmですが、仕上がりが悪い場合はより大きな値に設定します。
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Part 77   付録

7-1. メンテナンス

清掃

本ユニットは、乾いた布で拭いてください。

作業終了後の清掃

作業終了後、切削屑を掃除機で清掃してください。特に、オプションの安全カバーをお使いの場合こまめに清掃してくださ
い。安全カバーと回転軸ユニットの間に切削屑がたまるとモータロックエラーの恐れがあります。
お客様に行っていただくメンテナンスでは、注油などは必要ありません。

減速ギアの寿命

減速ギアの寿命は、稼働2000時間を目安としてください。

7-2. こんなときは

動作しない

ケーブルが抜けていたり緩んでいませんか。EXT.3端子にしっかりと固定してください。

ディスプレイに「EMERGENCY STOP  MOTOR LOCK A」と表示される

回転軸ユニットに過大な切削負荷がかかったとき、材料が重すぎるとき、材料の慣性モーメントが大きすぎるときに表示さ
れます。
この場合、電源をいったん切って入れなおします。切削負荷が小さくなるように切削条件を変更します。また、材料を軽く
したり、慣性モーメントを減らすようにします。
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7-3. 仕様

仕様

支持側支持側支持側支持側支持側駆動側駆動側駆動側駆動側駆動側

Part 7   付録

アタッチメントベース部寸法図

対象材料

セット可能な材料の大きさ　　

クランプ方式

X軸有効ストローク

Z軸有効ストローク

最大回転角

最大回転速度

A軸機械的分解能

静的精度

回転中心高さ

材料の最大重量

材料の最大慣性モーメント

ユニット重量

ユニット外形寸法

制御方式

内容物

ZCL-650A/650

ケミカルウッド、モデリングワックスなどの樹脂（金属は対象外）

直径200 mm× 幅410 mmの範囲内に収まるもの

セットビスタイプ（最大クランプ厚さ50 mm）

385 mm

155 mm

1080°（3回転）

20 rpm

0.0027°（ワーク径φ100mmのとき2.3μm）

回転バックラッシュ：3′
偏芯：0.3 mm以下

スライダ上面より123mm

8kg

0.02 Kgm2

12kg

725 (幅) × 270 (奥行) × 170 (高さ) mm

4軸制御（3軸同時制御）

回転軸ユニット本体、ケーブルクランプ、六角レンチ 6 mm×1  3 mm×1、Yセンター検出用ピン
（φ6 mm）、ネジ×4、キャップスクリュー×4、ワッシャ×4、スライダ固定治具、スペーサ×4

ZCL-650A：ATCユニット対応モデル
ZCL-650 ：スタンダードモデル
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