
  

  

   

What’s New in  
Edgecam 2015 R2 

 新機能のご案内 

 
 

この文書は、Edgecam 2015 R2 の新しい機能や機能拡張をご紹介するものです。 

 

Edgecam ならびに Part Modeler 2015 R2 を起動するには、 

2015 年 3 月以降のメンテナンス更新期限を持つライセンスが必要です。 
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重要なお知らせ 

32 ビット オペレーティングシステムのサポート停止 
2015 R2 は、32 ビットのオペレーティングシステムにはインストールできません。 

Edgecam ツールバーインタフェースの廃止 
Edgecam はリボンスタイルのインタフェースのみをサポートするようになりました。 

旧ワイヤカットの廃止 

旧ワイヤカットは Edgecam から削除されました。旧ワイヤで作成されたファイルを読み込む必要がある場合、PC 上

に 2015 R1 を残しておき、こちらのバージョンで読み込んでください。 

CAD リンクのインストールは 64 ビットオペレーティングシステムのみ 
2015 R2 からは、 CAD リンクのインストールは 64 ビットオペレーティングシステムのみとなります。 

インストール場所とレジストリの変更 

CLS を除く Edgecam とすべてのプログラムは、デフォルトのインストールとレジストリとして、Vero Software を使用す

るようになりました。従来は Planit を使用していました。 

.pci ファイル形式 
従来の.pci 形式のスクリプトの JavaScript(.js)への移行の一部として、Edgecam 2016 R1 からは.pci 形式によるマクロ

の記録ができなくなります。既存の.pci 形式のファイルの実行は可能です。 
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加工の機能拡張 

旋盤加工シーケンスの作成とサブスピンドルからの開始 

 
 

スピンドル間の部品の受け渡しは、新しいスピンドル結合

/部品の受け渡しコマンドで実行できるようになりました。

このコマンドは、スピンドル間での受け渡しを複数回でき

るようにし、サブスピンドルが原点にない場合にでも加工

できるようにします。 

この機能拡張に合わせて、新たに旋盤加工シーケンスを

作成する際に、サブスピンドルから開始できるようにもし

ました。 
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旋盤設定のスピンドル間での部品の受け渡し 

 

スピンドル設定という名前の新しいスピンドル結合/部品

の受け渡しコマンドは、現在のスピンドル結合コマンドに

ある制限を克服するために開発されました。 

このような背景から、スピンドル結合コマンドは、新しくス

ピンドル設定コマンドに置き換えられます。スピンドル結

合を含むすべての既存の加工シーケンスには、影響は

ありません。 

この新機能の利点を活用するには、スピンドル設定コマ

ンドを使用してください。 

主な利点は下記のとおりです。 

• スピンドル間の複数回の受け渡し 
• サブスピンドルから開始してメインスピンドルに受

け渡し 
• サブスピンドルが原点(Z/X)にない場合でも加工

が可能 
• シーケンスブラウザから簡単に編集 
• 現時点での状態を表示 

旋盤設定 –ワーク引き出し 

このリリースで、ワークの引き出しが向上されました。 

• 各ワーク引出しは、加工シーケンス内で新しい設定として扱われるようになりました。 
• 表示のためにレイヤを使用することはなくなりました。 
• グラフィックは、現在の状態に関連するものだけを表示します。 
• フィーチャーブラウザは、現在の状態に関連した項目のみをリスト表示します。 
• より明確な視覚化を実現しました。 
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サブスピンドルが中心 X からオフセットしている旋盤設定をサポート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブスピンドルが中心 X からオフセットしている旋盤設定を

サポートするようになり、サブスピンドルでの加工中に起こ

りうる、メインスピンドルへの干渉を回避することができるよ

うになりました。 

• コードウィザードでは、サブスピンドルの原点位置

の X に 0 以外の値を設定できるようになりました。 
• 旋盤加工シーケンスの作成では、X からオフセット

されたサブスピンドル上に部品を配置できます。 
• スピンドル設定とスピンドルの移動コマンドは、サブ

スピンドルの X 位置をサポートします。 

旋盤機能のあるミリング加工機 – 旋盤平面 
 

 

  

新たに旋盤平面オプションが、一般タブの工具定義部分

に追加され、旋盤加工サイクルを XZ 平面または YZ 平

面にて 指定して、実行できるようになりました。選択され

たオプションに合わせて、機械の構成に応じた利用可能

な方向がフィルター表示されます。 

旋盤機能のあるミリング加工機のみで利用できます。 
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旋盤仕上げ加工サイクル – 残し代のブレンド 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブレンドあり 

 

ブレンドなし 

 

一般タブに新しくブレンドオプションを導入しました。これ

にチェックすると、旋盤輪郭を構成する要素ごとに、異なる

残し代がある場合、それらをスムーズにしブレンドします。 

このブレンドオプションは、通常、加工属性の表にて小さな

残し代を指定する時に必要になるものです。 

小さな残し代の変更が指定されると、機械側での刃先 R
補正が使用されている場合、アラームとなる場合がありま

す。（通常は刃先 R 以下となります。）ブレンドされた工具

パスにより、制御機上で問題となりうる、方向の急激な変更

を回避できます。 
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旋盤フィーチャーテンプレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定の形状において旋盤フィーチャーを簡単に定義し

て認識できるようにするため、旋盤フィーチャーテンプレ

ートを開発しました。この特別な旋盤フィーチャーは、自

動または手動旋盤フィーチャー検出を介して、テンプレ

ートとして保存することによって作成できます。 

この機能の主な対象は溝フィーチャーのテンプレート作

成で、ストラテジーマネージャを使用して簡単にプログラ

ム作成できるようにします。すべてのタイプの旋盤フィー

チャーがサポートされ、下記の点が可能になります。 

• テンプレートの作成 
テンプレートとして保存するフィーチャーを選択

し、プロパティウィンドウ上にある保存ボタンをクリ

ックします。 
• テンプレートの編集 

保存前にプロパティウィンドウで、直接旋盤フィー

チャーの構成要素の範囲を編集することができま

す。 
• 旋盤テンプレートを使用してフィーチャー検出 

旋盤オプションの一般タブにある、新しいテンプ

レートに照合と輪郭内にテンプレートのフィーチ

ャーを含めるオプションを使用することにより、自

動フィーチャー検出で部品の図形に対して旋盤

テンプレートを適合させることができます。つまり、

保存されたテンプレートを使用して、構成要素の

範囲を考慮しながら、フィーチャーとして適合する

箇所を検索するものです。 
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m&h プローブのサポート 
 m&h 機上プローブのサポートを導入しました。（ミリング

のみ） 

新しいオプションは、プローブサイクルの一般タブに追加

されました。 

• 機能 – プローブが何を行うかを選択します。例え

ば、原点の更新や測定、サイズの検査などです。 
• 印刷 – プローブ情報をプリンタに送ります。 
• ワーク座標系 – ワーク座標系の更新の機能を選

択した時に利用可能になります。  
• 拡張ワーク座標系 – 拡張ワーク座標系の更新の

機能を選択した時に利用可能になります。 

注釈：m&h プローブは、コードウィザードで利用できるよ

うにして、再コンパイルすることにより、利用可能になりま

す。 

アドバンスド同時 5 軸加工サイクル – ポート加工 

 

新しく Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling というライセ

ンスが提供され、アドバンスド同時 5 軸加工サイクルでポ

ート加工のオプションが利用できるようになりました。 

また、複数ブレード加工のオプションは、Advanced 5 Axis 
Simultaneous Milling ライセンスから、この新しい Ultimate 
5-Axis Simultaneous Milling ライセンスに移行されました。 
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ミリングのリンク移動の干渉回避 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ミリング加工サイクル間のリンク移動が、ワークや治具を

考慮して、工具を安全な高さまで引き上げるようになりま

した。 

治具の更新コマンドは、どの干渉を確認するか、また逃

げ量を使用するかを制御できるように更新されました。す

べてのミリング加工サイクルは、この設定を使用します。 

治具、ワーク、ホルダ（MEG および CSV）を下記の新しい

オプションを使用して独自に選択できます。 

• 治具の干渉チェック 
• ワークの干渉チェック 
• ホルダを含める 

大きく複雑なモデルにおいて、これらが問題にならないこ

とが明白である場合は、チェックを外して処理速度を向

上することができます。 

治具からの逃げ量のデフォルト値は、5 mm または 0.2 イ

ンチで、すべてのオプションがチェックされており、モー

ダルです。 

注釈：穴あけ加工サイクルでは、リンクの引き上げは、グ

ループの最も高い点に設定され、グループ内のすべて

の加工サイクルは、その高さまで引き上げられます。 

フェースフィーチャーの選択（曲面加工サイクル） 

 

走査線加工、同心円スキャロップ仕上げ加工、切残し仕

上げ加工、ペンシル加工、輪郭加工サイクルの一般タブ

にあるソリッドのフェースを選択オプションが機能拡張さ

れ、手動で作成した加工境界を使用せず、フェースフィ

ーチャーを直接選択できるようになりました。 

フェースフィーチャーが選択された場合、加工サイクルは

内部的にソリッド全体を加工し、選択されたフィーチャー

の外周のシルエットを加工境界として工具パスを保持し

ます。加工境界を調整するための工具制御とオフセット

も利用可能です。 
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穴あけ加工サイクル – 空間部分の最適化  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

穴あけ加工サイクルは、エアカット部分が検出された場

合、送り速度を調整できるようになりました。 

ソリッドの図形とワークの更新が使用されている場合で、穴

あけ加工のパス上に空間や交差穴がある場合、加工サイ

クルはこれらの空間を通る際に自動的に送り速度を調整

することができるようになりました。これらの穴の NC データ

の出力は、常に直線補間出力になります。送り速度の変更

は、交差穴が完全に直径を貫いている場合にのみ適用さ

れ、部分的な交差では影響を与えません。 

この機能を制御するための 3 つの新しいパラメータが、深

さ指示タブに追加されました。 

• 空間安全距離 - 再進入の空間を保つための逃げ

量 
• 空間初期切込み深さ - 進入時の送り速度を適用す

る深さ 
• 空間送り調整率% - エアカット時の送り速度をパー

セントで調整 

これらの設定は、イニシャル点の関連付け対象で現在のワ

ークを使用にした場合のみ有効です。（このオプションは、

ソリッドのみで利用可能です。） 
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インデックス時の同時移動と 2 段階移動のサポート（多面加工） 
 

 

 

 

 

 

 

インデックスのダイアログ（一般タブ）に、新しく同時移動の

チェックボックスが追加されました。これにチェックすると、

インデックス時に 2 つの回転軸が同時に動作します。 

• これを有効にすると、両方の回転軸移動が最終角

度まで同時に移動します。出力は一貫して、一つ

のインデックスの呼び出しブロックに両軸の回転が

出力されます。 
• これを使用しない場合、第 1 回転軸が最初に移動

し、次に第 2 回転軸となります。出力はインデックス

の 2 回の呼び出しとなります。 

注釈： コードウィザードの機械設定にて、インデックス時の

同時移動をサポートオプションが有効になっている場合に

のみ、利用可能です。 

フィーチャー検出 - 移動された穴フィーチャー 
 

 

 

 

 

 

ソリッドモデルが再読み込みされると、位置や図形の変

更を伴う場合は、穴フィーチャーは変更ありと表示されま

す。 

このリリースでは、穴フィーチャーの位置が変更され、図

形的に変更がない場合、新たに移動されたという通知を

導入しました。これはつまり、適用された加工サイクルは

有効であるものの、治具の位置などを見直す必要がある

可能性を意味しています。穴フィーチャーが図形的に変

更された場合は、これとは異なり、加工サイクルや工具を

編集する必要性があります。 

同時 5 軸の干渉検査に MEG 形式のホルダをサポート 

 

MEG 形式のグラフィックで定義されたミリング工具ホルダ

を、CSV 形式と同様に同時 5 軸の加工サイクルで利用で

きるようになりました。（同時 5 軸加工およびアドバンスド

同時 5 軸加工サイクル）これはまた、治具の干渉回避で

も利用可能です。 
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原点復帰 / 工具交換位置復帰 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原点復帰と工具交換位置復帰のダイアログに、新しくコ

メントと停止タイプのパラメータが追加されました。 

• コメント – NC データに出力可能なコメントです。

加工シーケンスウィンドウの加工工程にも入力内

容が表示されます。 
 停止タイプ – プログラムストップまたはオプショナ 
• ルストップを NC データに出力できます。 

治具マネージャのバイス向け機械配置基準位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイス用に機械配置基準位置の XYZ パラメータを追加し

ました。 

加工シーケンス作成時に、機械配置基準位置の XYZ の

設定は、自動的に治具の中心配置をオーバーライドしま

す。  

• 原点マークは、治具の原点が配置される場所を

示します。  
• XYZ は、この原点からの値で、位置を示す球が、

機械に対してバイスが配置される点を示します。 

機械配置 
基準位置 

原点マーク 
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ワイヤ加工サイクルの拡張コントロール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイヤ加工サイクルは、他の Edgecam の加工サイクルと同

様に、選択のボタンをダイアログ上部に表示するようになり

ました。選択の制御は、加工シーケンスウィンドウにも表示

されます。 

4 つのワイヤ加工特有の機能が利用可能です。 

1. 切り落とし –複数のタグの設定が可能 
2. コーナーの逃がし – 2 軸ワイヤ加工サイクルのみ 
3. 加工条件 – 加工パス要素の加工条件の調整 
4. M コード – 特定の加工パスでのさまざまな NC 出力 

Agie Charmilles CutX00 シリーズ向けワイヤポストプロセッサ 
 

 

 

 

 

新しいポストプロセッサ（accutx00.ucp）が、新しく Agie 
Charmilles Cut シリーズの機械（Cut 200 300 および 400）を
サポートするために追加されました。 

• これらの機械の加工条件は、Agie Charmilles によっ

て提供されるサードパーティーのアプリケーション

によって提供されます。 
• Agie Charmilles から入手できる EDM Expert をコン

ピューターにインストールしてください。 
• このアプリケーションにアクセスするため、加工条件

タブに EDM Expert ボタンが追加されました。 
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ワイヤ加工 – 移動サイクル 
 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースで、新しく移動サイクルが導入されました。 

• 突起物やクランプなどの回避や、一連の位置の

指示による加工パスの定義に、このサイクルを使

用できます。 
• 加工シーケンスの移動コマンドは、加工シーケン

ス全体のカットに合わせて繰り返し行うこともでき

ます。 
• 移動コマンド内で、ガイドの高さを変更して干渉を

回避することも可能です。 
• どの加工でこの移動を適用するかを指定すること

ができます。  
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シミュレータの機能拡張 

シミュレータ内のねじ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旋盤でのねじの切削のシミュレーションが可能になりまし

た。新たに旋盤ねじ切りオプションが、オプションダイア

ログの表示タブに追加されました。 

• ねじ表示なし – ねじの切削はシミュレーションさ

れません。従来バージョンと同じ動作で、処理時

間を抑えます。 
• 高精度ねじ – 切削を忠実に表現します。このオ

プションではシミュレータ内で切削量を考慮しま

す。 
• 疑似ねじ – 次の疑似ねじ最大ピッチを超えない

範囲では、画像としてのねじ表現をします。 
• 疑似ねじ最大ピッチ -疑似ねじが選択された場

合、この値を設定できます。この値を超えるねじ

では、高精度ねじとしてシミュレーションされま

す。 
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Edgecam ワークフローソリッド (EWS) 

溝ツール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、加工可能な溝フィーチャーをすばやく

作成できる溝ツールを搭載しました。 

スケッチ  - すべて拘束ツール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すばやくスケッチを作成し、ソリッドモデルの作成を補助

するため、スケッチの分析ダイアログにすべて拘束ボタン

を搭載しました。これは特に、ソリッドを作成する前に、

DXF/DWG ファイルから抽出したスケッチを拘束するのに

役立ちます。 

すべて拘束は、グラフィックウィンドウ左上隅のアイコン群

から表示できるスケッチの分析ダイアログにあり、図形と

寸法を拘束し、スケッチを定義するために使用できます。 
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モデルビューの寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWS のモデルビューで、スケッチとモデルの寸法を表示

することが可能になりました。これにより、モデル作成のど

の段階においても、すばやく寸法を決定して、モデルを

構築することができます。 

1. ストーリーボード上のコマンドアイコンを左クリック

すると、隣にグレイアウトした矢印が表示されま

す。 

 
2. コマンドアイコン上で、もう一度左クリックすると、

矢印が有効になります。これにより、モデルビュー

で寸法が表示されます。 

 
3. これらの寸法はダブルクリックで編集することがで

きます。寸法を変更すると、モデルが更新されま

す。 
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ワイヤフィーチャーの作成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、ワイヤ加工のモデル作成を目的とし

て、EWS にワイヤフィーチャー作成ツールを搭載しまし

た。 

EWS 内で内側と外側のルールド曲面を作成でき、

Edgecam のワイヤ環境でワイヤフィーチャーとして検出

できます。 

あるスケッチを作成した後、ルールド曲面を選択すると、

もう一つの輪郭のスケッチを新規作成するか、DXF から

抽出するかを選択できます。また、スケッチの高さを含

む、原点を変更できます。これにより 2 つのスケッチを作

成すると、再度ルールド曲面を選択することによって、フ

ィーチャーを作成できます。リンクの点はドラッグにて変

更可能です。 
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サードパーティーのモデルビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、加工される部品まわりの治具などを

EWS で作成することができるように、サードパーティーの

モデルの表示が可能になりました。 

これを使用するには、主に 2 つの方法があります。 

• サードパーティーのモデルのまわりに EWS モデ

ルを構築する。 
• サードパーティーのモデルを基にして、EWS モデ

ルを構築する。 

EWS 内で、下記の CAD システムのモデルを表示できま

す。（適切な Solid Machinist ライセンスが必要です。） 

• Part Modeler 
• SOLIDWORKS 
• SpaceClaim 
• SolidEdge 
• Kompas 
• Inventor 
• Creo/Pro Engineer 
• CATIA 
• NX 
• STEP 

スクリーン上でのモデル回転 

EWS のモデルとスケッチが、XYZ の 1 軸周りを回転させながら表示できるようになりました。 

通常のマウスの右ボタンによるドラッグの回転に加え、キーボードの XY または Z キーを押しながら回転させると、

回転軸を決定できます。 
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ドリル穴深さの動的な操作 

 

 

EWS のグラフィックエリアにて、ドリルの穴深さをマウスに

て動的に操作できるようになりました。。 

1. 矢印の上にマウスを重ねます。 
2. 左ボタンを押したまま、穴の深さ方向にマウスを

移動します。 
3. 穴のダイアログ上の深さ寸法が、マウスの移動に

合わせて更新されます。 

ソリッド編集中の画面のフィット 

ストーリーボードからソリッドを編集している際、マウスの中ボタンをダブルクリックすることにより、画面にソリッド全体

を表示されることができるようになりました。 

コンマの小数点 

EWS 内で、コンマの小数点をサポートするようになりました。これはドイツなどで標準的に使用されているものです。 
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ハイコントラスト表示 

 

グリッドやグリッド軸、スケッチの要素表示を明瞭にするた

め、背景色に応じてハイコントラスト表示が自動的に設定

されるようになりました。 

背景色に関わらず、すべての要素が明瞭に表示されま

す。 

EWS のタッチスクリーンサポート  
EWS モードにおいても、タッチスクリーンによる基本的な画面移動等をサポートするようになりました。 

 

スケッチとモデル作成で数式のサポート 

 

 

 

スケッチやモデルの寸法付けの際、数式を利用できるよ

うになりました。 

=∑, +, -, * , /を用いて、寸法の編集ダイアログ上で、スケ

ッチやモデルの要素を定義できます。 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2015 R2 24 of 32 

線種 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、ソリッドを作成するためのスケッチの要

素を、補助線に変換できるようにするため、線種のツー

ルを搭載しました。  
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Part Modeler の機能拡張 

モデル表示の機能拡張 

 

 

Part Modeler のシステムオプション ► ユーザーインタフェ

ース設定にカーソルにズームオプションを導入しました。 

• チェックボックスにチェックすると、マウスホイールに

よるスケッチやモデルのズームは、マウスカーソル

中心となります。（Edgecam と同様） 
• チェックボックスのチェックを外すと、画面中心とな

ります。 

画面上のモデル回転 

Edgecam 同様に、Part Modeler においても、XYZ の 1 軸

周りにモデルを回転表示できるようになりました。 

マウスの右ボタンによるドラッグの回転に加えて、キーボー

ドの下記のいずれかのキーを利用できます。 

• X キーを押したままで回転することにより、X 軸周り

のみで回転できます。 
• Y キーを押したままで回転することにより、Y 軸周り

のみで回転できます。 
• Z キーを押したままで回転することにより、Z 軸周り

のみで回転できます。 

任意の点を回転中心に設定 

Edgecam 同様に、Part Modeler においても任意の点を中

心にしてモデルを回転できるようになりました。 

任意の回転中心を設定するには、キーボードの CTRL キー

を押しながら、右クリックをしてください。その後、右ボタン

を押しながらマウスを移動させることにより、設定した点を

中心に回転することができます。 

画面のフィットコマンドにより、回転中心はモデル中心に戻

ります。 
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IGES ファイル読み込みのソリッドリンクオプション 
 

 

ソリッドリンクを使用して、Part Modeler に IGES モデルを読

み込む機能を導入しました。ソリッドリンクは IGES ファイル

の読み込みにおいて、さらなる柔軟性を提供するもので、

ソリッドリンク変換設定のオプションを活用できます。 

• シートボディの変換 
• ヒーリングオプション – オフ 
• ヒーリングオプション – ヒーリング 
• ヒーリングオプション – 簡素化とヒーリング 

注釈： 従来の Part Modeler の IGES 読み込み方法も利用

可能で、標準（2015 R2 以前）と名称変更されました。これ

がデフォルトの IGES 読み込み設定です。 
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コードウィザードの機能拡張 

AUTOMILLTURN テンプレート 
5MILLTURN と 4MILLTURN の２つのミリング設定が、旋盤機能を持つミリング加工機向けに追加されました。 

インデックス時の同時移動と 2 段階移動のサポート（多面加工） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コードウィザードの機械設定に、インデックス時の同時移

動をサポートオプションが追加され、インデックス時に 2
つの回転軸が同時に動作できるようになりました。これを

有効にすると、Edgecam のインデックスのダイアログで、

新しく同時移動のオプションが利用可能になります。 

サブスピンドルが中心 X からオフセットしている旋盤設定をサポート 
 

 

 

 

サブスピンドルの原点位置の X に 0 以外の値を設定で

きるようになりました。 
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m&h プローブのサポート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m&h プローブ、 またはレニショープローブのいずれかを

選択できます。 

• ウィザードでは、機械構成を選択する際に指定で

きます。 
• または設定 ► 装置の追加を使用してください。 

これが有効になると、Edgecam のプローブサイクルの一

般タブで、機能と印刷コマンドが利用できるようになり、ワ

ーク座標系の更新や測定、サイズの検査などの動作を

決定できます。 
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回転加工モード – 中心線よりの工具 
 

 

 

 

  

コードウィザードの機械設定に、極座標切り替え設定 
CY=0 オプションが追加され、チェックすると下記の動作と

なります。 

• 工具が中心線より下で回転加工モードを開始す

ることができます。 
• 回転加工・平面加工のモード変更時、C 軸が 0

位置以外で実行されます。 
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コードジェネレータの機能拡張 

同時インデックス移動用の新しいシステム変数 

 新しいシステム変数 INDEXSIMULTANEOUS が、コードジェネレータの下記のマクロに追加されました。 

• ミリングマクロ参照 (MACRO 43 - INDEX PALLET) 

工具搭載の新しいシステム変数 

新しいシステム変数 MOUNTDESC が、コードジェネレータの下記のマクロに追加されました。 

• ミリングマクロ参照 (MACRO 15 - TOOLCHANGE) 
• 旋盤マクロ参照 (MACRO 15 - TOOLCHANGE) 
• C 軸マクロ参照 (MACRO 165 - TOOLCHANGE) 

新しい旋盤マクロ 

新しい旋盤マクロが、コードジェネレータに追加されました。 

• 旋盤マクロ参照 (MACRO 268 - SPINDLE DOCKING) 
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その他の製品 

アドヴェオン ツールライブラリ 

 

  

2015 R2 の DVD には、新しいバージョンのアドヴェオン

が含まれており、下記の項目が利用可能です。 

• Edgecam 2015 R1 と R2 をサポートします。 
• 追加の言語 – 日本語、チェコ語、スペイン語、イ

タリア語、ポルトガル語、ロシア語 
• サンドビックのカタログデータの向上 
• SQL 2014 Express 上で動作するアドヴェオンデー

タベース 
• Edgecam のツールストア アドミニストレータで設定

しているデータベースとサポートフォルダーへの

データ書き出し（以前のバージョンの Bridge 
Configurator は不要） 

• ヘルプにクイックスタートガイドを追加 
• ヘルプに What’s New を追加 
• 回転工具のみ（この点は変更なし） 
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ライセンス 

新しいライセンスの価格等につきましては、御社の営業担当にお問い合わせください。 

新規 - Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling ライセンス 
2015 R2 では、新しい同時 5 軸のモジュールとして、Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling モジュールライセンスが

導入されました。 

名称： Ultimate 5-Axs Simultaneous Milling 

製品コード：  EN050-U 

あらかじめ必要なライセンス：  Advanced 5-Axis Simultaneous Milling 

5-Axis Simultaneous Milling ライセンスへの変更点： 

Advanced 5-Axis Simultaneous Milling ライセンスに、あらかじめ必要なライセンスは下記のとおりです。  

• Edgecam Advanced Milling、Edgecam Ultimate Milling 
• Edgecam Advanced Turning、Edgecam Ultimate Turning 
• Edgecam Advanced Production、Edgecam Ultimate Production  

従来の Edgecam リリースでは、あらかじめ必要なライセンスは 5-Axis Simultaneous Milling ライセンスでした。

（Edgecam 標準ダイアログの同時 5 軸ミリングライセンス） 

複数ブレード加工のオプションは、新しい Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling ライセンスに移行しました。 

新しいワイヤモジュールライセンス 

2015 R2 では、新しいワイヤのモジュールライセンスが導入されました。（既存のシステムに追加のみ可能） 

名称： Wire Module 

製品コード： ENPWE-M 

あらかじめ必要なライセンス： すべての Milling または Production のライセンス 

Edgecam Probing ライセンスを Renishaw Probing に名称変更 
Edgecam Probing モジュールライセンスは、Renishaw Probing に名称変更されました。製品コードは ENPRB-0 のま

まです。 

m&h プローブ機能は、すべての Milling と Production のライセンスに無料で追加されます。（プローブ機能はミリ

ングのみ） 

Solid マシニストと STEP ファイルの読み込み  
STEP ファイルの読み込み機能が、Solid マシニスト for CATIA V5 と Solid マシニスト for Creo ライセンスに追加され

ました。  

アドヴェオン  

アドヴェオンへのアクセスは、Edgecam の教育版ライセンスに含まれるようになりました。  
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