
  

  

   

What’s New in  
Edgecam 2016 R1 

 新機能のご案内 

 

 
 この文書は、Edgecam 2016 R1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 2016 R1 を起動するには、 

2015年 9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 

HTML 形式のジョブレポートの廃止 

Edgecam 2016 R1 から、旧 HTML 形式ジョブレポートのテンプレートの同梱を停止しました。以前のバージョンでカ

スタマイズされたテンプレートは、2016 R1に手動で移行し、使用することができます。しかしながら、ライブジョブレ

ポートの導入とブラウザの変更によるサポートの停止により、このリリースからテンプレートは削除されました。

Edgecam 2016 R2では、ジョブマネージャから直接サポートを生成する機能が廃止されます。 

Windows 10 のサポート 

Edgecam 2016 R1はWindows 10 でテストされ、 サポートされています。 

Edgecamは現在、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10 をサポートします。Windows 10 Professional と

Windows 10 Enterprise はサポートされていますが、Windows 10 Home はサポートされていません。 

穴あけ加工サイクルの識別名称の廃止 

穴あけ加工サイクルの識別名称のパラメータが、従来のリリースから搭載を進めている新しい要素選択との互換性

の問題となるため、削除されました。これらの問題の修正は容易ではなく、要素選択の開発を困難にします。 

穴あけ加工サイクルのマスクが編集され、これによってこのパラメータが削除されましたが、マスクを解除したダイア

ログでは、現在も使用できます。しかしながら、今後、穴あけ加工サイクル自体からこのパラメータを削除するため、

これを使用することは推奨しません。 

アドヴェオン (Adveon) 

Edgecam 2016 R1 から、アドヴェオンは Edgecamのインストール DVDに含まれなくなりました。 

DVDには、ツールストア サーバーは含まれていますが、アドヴェオンは、カスタマーポータルからダウンロードにて

入手できます。 

https://customers.verosoftware.com/Site/Support/SoftwareDownload.aspx 

新しいバージョンは、制限付きで旋盤工具のサポートを含んでいます。 

注釈： 

 2015 R2にて同梱されたアドヴェオンは、Edgecam 2016 R1 とは連携しません。 

 ツールストア データベースは、2016 R1に更新する必要があり、ツールストアにインポート済みのデータの

みが利用可能です。 

Autodesk Vault 

Edgecam 2016 R1は、Autodesk Vault 2016 のみをサポートします。 

https://customers.verosoftware.com/Site/Support/SoftwareDownload.aspx
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加工の機能拡張 

旋盤荒取り – 新しい斜めの切削方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旋盤荒取り加工サイクルに、斜め切削の方法が追加され

ました。 

 斜めの切削方法は通常、深い凹部の加工に利用

されます。 

 刃具の接触点は常に変わるため、切残し山の回避

の助けとなります。 

 工具は、開始点から切込み量と等しくなるまで斜め

に材料に切り込みます。切残し部分は戻る動作に

て除去されます。 

 切込み角度は切込み量で制御されます。 

 切り粉処理の引き上げオプションを併用した場合、

工具は引き上げられた後、切削の始まりの前に、 

切削送り速度で、引き続き、その位置に戻ります。 
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旋盤溝仕上げ – 仕上げ前の突き加工オプション 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

このリリースでは、従来の溝仕上げ加工を実行する前に、

仕上げ前の突き加工を含めるオプションを追加しました。

これを選択すると下記の点が可能になります。 

 突き加工逃げ量の設定により、底部に残す材料の

量を制御できます。 

 突き加工イニシャル点の値を設定することにより、

突き加工の開始点を設定することができます。正数

を入力することによって入力図形より高い点を設定

でき、負数によって低い位置になります。 

 突き加工送り速度の設定により、仕上げ加工パス

から独立した送り速度を指定できます。 

溝の最も低い底面の中心に、単一の突き加工の切削が追

加されます。 

突き加工が完了すると、工具は突き加工の切削に沿って

直線的に引き上げられます。この時の動作は、リンクタイプ

の設定（早送り、送り速度、または高速送り）に従います。 
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旋盤荒取り/旋盤仕上げ – 固定サイクルで加工属性表にて定義された回転数と送り

速度を含む輪郭の共有 

旋盤の荒取りと仕上げの加工サイクルで、同じ輪郭を共有するように指定され、固定サイクル出力が必要な場合、

荒取りの加工属性表で定義された、要素ごとの回転数と送り速度が、共有された輪郭ブロックに出力されます。回

転数と送り速度は、荒取り加工サイクルでは無視されますが、仕上げ加工で使用されます。出力例は、下記のとお

りです。 

G71 U2.0 R.5 

G71 P200 Q250 U.4 W.1 F0.4 S3200 

N200 G0 X60.0 

G42 G1 Z-19.0 F0.17 S2600 M3 M8 

G2 Z-19.7 R1.0 F0.18 S2700 

Z-19.899 R1.0 

X62.0 Z-20.0 R1.0 

N250 G40 G1 X84.0 F0.19 S2800 

G28 U0. V0. W0. M9 

M5 

N2 M6 T002 (USER DEFINED) 

......... 

....... 

G70 P100 Q150 F0.21 S3500 

G28 U0. V0. W0. M9 

旋削機能を持つミリング加工機でヘッド – テーブルをサポート 

 

このバージョンでは、旋削機能を持つミリング加工機で 

ヘッド-テーブル タイプがサポートされるようになりました。 

 従来は、ポストプロセッサと部品は作成できました

が、旋盤工具の回転移動とその出力は完了して

いませんでした。 

 サポートされている設定は、BC軸のヘッド‐テー

ブルです。 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2016 R1 8 of 28 

オペレーションの更新 

Edgecamのオペレーションは、JavaScript PCI を使用するように更新されると共に、いくつかのメンテナンスによる向

上を含んでいます。この更新は、下記の理由によるものです。 

 オペレーションは、PCI開発者にとってサンプルのコードとして使用され、コマンドと最善のテクニックの学習

にも使用されます。新規の JavaScript PCI開発者にとって有益です。 

 JavaScript PCIは、旧 PCIに取って代わるもので、その方向性を受け継ぐものです。 

 旧 PCIでは対応できない機能拡張やバグ修正を搭載可能にします。 

 面取り加工サイクルなどの新しい加工サイクル向けのオペレーションを作成していきます。 

 マスクを使用して画像や動画を表示できます。 

既存の加工シーケンスは、作成時の PCI を引き続き呼び出します。このため、既存のパートでは、インタフェースや

再構成での変更はありません。しかしながら、新しくコマンドを使用する時は、JavaScript PCIバージョンのオペレー

ションが使用されます。 

注釈： Edgecam 2016 R1では、ミリング、多面（5軸）と旋盤のオペレーションが更新されました。穴あけオペレーシ

ョンは、今後のリリースで更新されます。 

面取り加工 – 工具径補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面取り加工サイクルの一般タブに、新しく工具径補正、お

よび工具径補正番号が追加されました。 
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穴あけ加工サイクルの干渉回避の機能拡張  

 

穴あけ加工サイクルは穴間を移動する際に、治具を避ける

ように知能的に引上げられ、指定したイニシャル点に降下

するように機能拡張されました。これには下記の利点があ

ります。 

 穴間を移動する際に、不必要な高さまで上がること

がないよう、工具の動きを最少化します。  

 穴間の移動経路にありうる、治具への干渉を回避

する助けとなります。 

 治具に接近した位置にある穴を安全に加工できる

ようにします。 

治具の更新コマンドを、適切な逃げ量の設定と干渉回避

のオプションを有効にした状態で使用する必要がありま

す。これにより、穴あけ加工サイクルは必要な場所を認識

して引き上げることができます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCデータも同様に、必要に応じて引上げと降下の移動に

よって変更されます。ひとつの穴あけ加工サイクル内にこ

れらの移動が挿入された場合、ここで複数に分割されま

す。 

注釈： 

 穴あけ加工サイクルは、治具が穴をふさいでいる場

合でも、加工しないまま放置することはありません。

このような場合は、現在の治具レイアウトでは加工

できないため、該当する穴を選択しないようにしてく

ださい。 

 放射状穴では現在、治具の回避はサポートされて

いません。 
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スマートに統合された 2 軸と 4 軸のワイヤ加工サイクル 

 

 

 

 

2軸と 4軸をスマートに統合したワイヤ加工サイクルが追

加され、既存のワイヤ加工サイクルを補完する下記の利

点を提供します。 

 スマート加工サイクルは、入力図形とコマンドの設

定により、2軸、または 4軸のどちらを適用する必

要があるかを認識する知能を持っています。 

 特定のフィーチャーや図形に対して、どちらの加

工サイクルが適しているかということが明確でない

場合もあり、2軸と 4軸の両方が一つの加工サイ

クルで必要となる場合があります。 

 2軸と 4軸の図形をひとつのスマート加工サイク

ルで加工する場合、出力は必要に応じて自動的

に 2軸と 4軸を切り替えます。 

 NCデータは、2軸では X○Y○ テーパー○、4 軸で

は X○Y○U○V○出力となり、簡単に読んだり編集し

たりできます。 

 既存の加工サイクルは、従来通り使用できます。

例えば、2軸で加工可能な入力図形であっても、

4軸出力が必要な場合などです。 
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5 軸回転引き上げの戻り距離 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5軸加工サイクルの中で、角度変化制限を超える大きな

角度変化があった場合、加工物から工具を早送りで引き

上げて、制限内に収まるように回転移動を実行したの

ち、送り速度で部品に降下します。 

このリリースでは、この降下の送り移動を分割し、早送り

に続いて、新しく戻り距離によって決定された長さだけ送

り速度で移動します。不要の場合は、この値は空欄にし

ます。 

これにより、安全性を保ったまま、素早く移動できます。 

 

注釈：戻り距離の指定は、引き上げ距離を超えないよう

にしてください。 

複数タレット環境でのスピンドル優先モード 

 2 タレットのサポートが導入された時、シーケンスでスピン

ドルが制御状態でない場合でも、ユーザーが加工サイク

ルの主軸回転データをオーバーライドできるスピンドル

優先モードのオプションが編集可能でした。 

基本的に、2 つのタレットが同じ旋盤スピンドルで同時に

動作している場合は、ひとつのみが実際的にスピンドル

の回転数と方向を制御できます。このような場合、いずれ

かのタレットが回転数のデータを出力するか、例えばオ

ークマのように両方が全く同じ回転数のデータを出力す

るようになります。 

スピンドル優先モードを無効にすることにより、競合する

データを許可することになり、後の作業で、その他の問

題を引き起こすことになり得るため、検討の結果、スピン

ドル優先モードを削除する結論に至りました。 

Edgecam 2016 R1 からは、ダイアログのマスクによって、こ

のオプションはダイアログに表示されず、デフォルトで

ONになっています。 

既存のパートファイルでこのオプションが必要な場合、マ

スクを解除することにより、編集可能になります。 
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プリインストールされたワークフローのストラテジーの向上 

 プリインストールされたワークフローのストラテジーでの継

続的な向上の一部として、下記の機能拡張があります。 

中心穴あけ 

ストラテジーは、Essential Turning ライセンスで中心穴あ

けをサポートするため、中心穴のドリルを固定モードで設

定するようになりました。可動モードの工具は Essential 

Turning ライセンスではサポートされていないため、従

来、ストラテジーは中心穴あけのストラテジーを割り当て

ませんでした。中心穴あけ工具モードオプションが追加

され、工具モードを固定、または可動から選択できるよう

になりました。 

ローワータレットのサポート 

優先タレットのオプションが追加され、必要に応じて工具

をアッパー、またはローワータレットから選択できるように

なり、ローワータレットをより効率的に使用できます。この

オプションは、旋盤、ミリング、穴あけで利用可能です。 

 ツールキットが選択された場合、ストラテジーはま

ず、選択されたタレット内の工具を検索します。見

つからない場合は、次のタレット内で検索します。 

 合致するものが見つからない場合は、そのタレッ

トが使用されます。見つからない場合は

ToolStore を検索し、その工具のデフォルトのタレ

ットが使用されます。 

 工具が見つからない場合、autotool が優先タレッ

トに作成されます。 

 その他のタレットで適切な工具が見つからない限

り、優先タレットが常に使用されます。 

センターカット工具 

従来は、センターカットでない工具を選択する場合があ

り、この工具で不正なパラメータを使用したまま、加工サ

イクルを適用しようとしたり、失敗したりしていました。この

リリースでは、ストラテジーは、加工に必要な場合、センタ

ーカット工具でない工具を選択しないようになりました。 

径方向のミリング加工の向上 

径方向のミリング加工では、加工に先駆けて常に回転移

動を適用するように向上されました。また、ポケットやオー

プンポケットと同じサイズの工具が検出された場合、溝入

れ加工を使用して、仕上げるようになりました。ストラテジ

ーは、C軸と Y軸の確認をし、利用可能でない場合は常

に、荒取りと仕上げで溝入れ加工を使用します。 
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フィーチャーの機能拡張 

ACIS モデルの単一ソリッドのサポート 

ACISモデルについて、ひとつのソリッドのみを保持し、その他すべての配置に関しては参照の形をとるようになりま

した。 

穴の部分的な角度のフィーチャー検出 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、新しく部分穴角度オプションが、ミリング

タブの穴オプションに追加されました。これは、有効な穴フ

ィーチャーとして認識されるための、最小角度を定義でき

るようにします。 
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インタフェースの機能向上 

ダイアログ上の画像（ミリング加工サイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザー体験の向上に対しての継続的な開発の一部と

して、画像とツールチップヘルプが、下記の加工サイク

ルに追加されました。 

 走査線加工 

 ペンシル加工 

 正面フライス加工 

 平坦部仕上げ加工 

 同心円スキャロップ加工 
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ウェブベースのヘルプ（英語のみ） 

従来のローカルにある CHM形式のヘルプシステムが、ウェブベースのバージョンにアップグレードされました。 

 各リリースで、独自のヘルプシステムです。 

 各リリースで、ヘルプシステムにアクセスできる文書のウェブサイトです。(http://help.edgecam.com). 

 インターネット接続がない場合は、ローカルの CHMバージョンのヘルプを表示します。 

 必要に応じて、リリース間のヘルプを更新できるようにします。 
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シミュレータの機能拡張 

シミュレータの分離検査 / ワイヤ加工の切り落とし部分の削除 

 

 

ワイヤ加工の間、材料の切り落とし部分が加工物から分

離する場合があります。 

 ユーザーは、これらの部分が分離するかどうか、

またどの方向に分離できるかを知る必要がありま

す。 

 複雑な 3D形状の場合、この分離が可能である

かどうか常に明白であるとは限りません。 

 また、切り落とし部分が機械に落ちることによっ

て、損傷の可能性があるかを知る必要がありま

す。 

 このような問題が大きな損害となる場合、CAMの

シミュレーション内で、この情報を見つけること

は、機械上で発見されるより望ましいものです。 

シミュレータは、このような切り落とし部分の分離を検査し

て、ユーザーに問題の可能性の情報を示すことができる

ようになりました。これにより、ユーザーは、潜在的な問

題を避けるために、加工方法を変更することができるよう

になります。シミュレータのオプションに、新しくワイヤ加

工で分離検査のチェックボックスが追加されました。 
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シミュレータ – ワークの更新コマンドの処理速度向上 

シミュレータ使用時のワークの更新を最適化し、処理速度を向上しました。 

この処理速度向上は、シミュレータの閉じる時に終了オプションがチェックされていない状態で、CAM使用中にシ

ミュレータがメモリ上にある状態でのみ適用されます。 

将来のリリースでは、シミュレータの閉じる時に終了オプションの必要性が見当たらないため、これを削除する予定

です。これにチェックすると、Edgecamが遅くなったように感じられます。この代わりとして、再起動ボタンに置き換

え、シミュレータを閉じて再起動できるようにします。これは新しいポストプロセッサを設定し、ツーリングの設定を確

実にする場合などに有益です。 

ワークの更新コマンドは、多くのカスタマイズを含む機械グラフィックや、複雑な STL 形式の治具、ソリッドの工具ホ

ルダを含んだパートファイルで作業する場合に、長い時間を要します。 

機械、治具、工具ホルダグラフィックは、ワークの更新コマンドの処理中にシミュレータに受け渡されることはなくな

りました。これは必須のものではなく、処理速度の低下につながるためです。 

高速シミュレーションで生成されたワークの更新は、すでに処理速度の最適化が行われているため、これらの変更

には影響を受けません。 

また、荒取り加工サイクルや同時 5軸加工サイクルなどで共通の、大容量の工具パスの処理方法を機能拡張しま

した。これらの加工サイクルは、非常に多くの移動を含むことがあり、シミュレータはこれらの切削を知能的にグル

ープ化することによって、処理速度を向上できるように最適化されます。 
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Edgecam ワークフローソリッド 

スケッチの 2D オフセットツール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、スケッチの 2Dオフセットツールを搭載

しました。ユーザーがスケッチ中に図形をオフセットでき

るようにして、同様の図形を拘束やトリムする時間を短縮

します。 

 

コマンドを終了せずに寸法線を編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来のリリースでは、寸法線の作成中に編集をしたい場

合、編集前にコマンドを終了する必要がありました。 

このリリースでは、コマンドを終了せず、継続して編集で

きるようになりました。 
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2D 寸法の拘束関係マネージャ 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、2D寸法の拘束関係マネージャを搭載

しました。2D スケッチの他の寸法と関連性のある寸法を

クリックすることにより、拘束関係マネージャダイアログ内

で、等式を編集できるようになりました。 

 

スケッチでよく使用される角度でのスナップ 

 

 

 

 

このリリースでは、スケッチツールで 30度、45 度、60 度

の角度でスナップするようになりました。 
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中心点と通過点による円の作成時に半径と直径の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、円のコマンドに直径/半径を設定オプ

ションを追加し、同一の複数の円をスケッチに追加できる

ようにしました。 
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コードウィザードの機能拡張 

コマンドラインの向上 

既存の機能をサポートするための、新しいコマンドラインが追加され、いくつかの機能の使用方法を容易にしたり、

その他のアプリケーションと同様にしたりするように向上しました。 

下記のコマンドラインオプションが利用可能です。 

パラメータ 機能 注釈 

-h -help codewiz.log内にオプションを表示 

-t -build ソースファイルからテンプレートファイルのコンパイル（Vero の開発のみで使用しま

す。） 

-e -extension ソースファイル(CGS)から CGE ファイルを作成 

-g -import 既存の CGDに CGE をインポート 

-r -clear CGD から埋め込まれた CGE を削除 （埋め込まれた内容のみをクリアし、CGE の内容は

削除しません。） 

-a -merge 最新のテンプレートとマージ（更新）  CGXにも適用可能 

-s -save ファイルを保存 

-c -compile CGDのコンパイル 

-i -input-file 引用を可能にする入力ファイルの引数 

工具搭載タブ 

 

  

このリリースでは、機械パラメータの工具搭載位置が、タ

レットタブから削除され、新しく工具搭載タブに移動しま

した。従来は、各タレットで 4 つの位置のみに制限されて

いましたが、10以上の位置をサポートするようになりまし

た。 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2016 R1 22 of 28 

旋盤機能のあるミリング加工機 – シーメンス出力のサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このリリースでは、ミリング加工機上の旋盤加工が機能

拡張され、Code Wizard でポストプロセッサを作成する

際に、シーメンスのテンプレートを利用できるようになり

ました。 

注釈： 

 旋盤平面を確立するため、旋盤の工具交換後

早送りのコードコンストラクタには、デフォルトで" 

CYCLE800 (…)"があります。これはまた、工具交

換位置復帰（早送り）にもあり、機械に相対で工

具交換位置に復帰する時に、機械の平面をリセ

ットします。 

 シーメンス、TNC、および ISO テンプレートはす

べて、CGX と互換性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

旋盤機能がミリングのポストプロセッサに追加されたた

め、追加の項目がテンプレートで利用可能です。 

 旋盤のM コードを独立して設定できます。 

 旋盤設定用のその他のオプションは、NCデー

タ出力形態のタブに統合されました。 
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 基本的な旋盤のコードコンストラクタは、別に用

意されています。 
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位置のロックを解除オプション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コードウィザードでは、パラメトリック機械グラフィックから

開始して、その後、ユーザー定義のグラフィックに置き換

え、両方のグラフィックのタイプが混在していることもしば

しばあります。しかし、パラメトリックのグラフィックが機械

ツリーに存在している場合、回転軸の原点位置や最初の

コンポーネントの初期位置は、パラメトリックの機械グラフ

ィックにリンクしているため、編集できません。 

位置のロックを解除オプションが、機械ツリーのコンテキ

ストメニューに追加され、ユーザーがパラメトリックのグラ

フィックと回転軸、およびコンポーネントの初期位置間の

リンクを解除できるようになりました。位置のロックを解除

オプションを選択することにより、リンクが解除されるた

め、これらを編集することが可能です。 
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ツールストア アドミニストレータの機能拡張 

SQL Server 2014 

ツールストアは、SQL Server 2008 R2 の代わりに、SQL Server 2014 を使用するようになりました。 

 従来のバージョンの Edgecamで保持されているシステムは、32 ビットの ECSQLEXPRESS にアップグレードさ

れます。また、SQL を LocalDBにインストールするようになりました。 

 従来の Edgecamのインストールは、32 ビットの SQL Server インスタンスとしてインストールされました。32 ビ

ットから 64 ビットの SQL Server インスタンスに直接アップグレードする方法はありません。このため、従来の

Edgecamのバージョンでインストールされたシステムは、32 ビットとして保持されます。 

 新規の Edgecamのインストールでは、SQL Server 2014の 64 ビットを LocalDB としてインストールします。

SQL Server Express は、標準の Edgecam インストールの一部としてインストールされることはなくなりました。

LocalDBは、より速くインストールでき、コンピューターのリソースの使用は少なく、より安定してインストール

できます。スタンドアロンの Edgecamのインストール、またはローカルで保持されるデータベースのインスト

ールでは、SQL Serverは必要ありません。 

 新しい Edgecamのインストールで、ツールストアのデータベースをネットワークを介して共有したい場合、ア

ドオンとしてツールストア サーバーをインストールする必要があります。これは SQL Server Expressの

ECSQLEXPRESS インスタンスをインストールします。ツールストア サーバーは、Edgecam のインストール DVD

からインストールできます。 

ツールストア アドミニストレータ 

ツールストアデータベースの参照ボタンをクリックすることにより、LocalDB、ECSQLEXPRESS、およびその他のローカ

ルにあるインスタンスを選択できます。 

アドヴェオンのインストールなど、追加の SQLのインスタンスがある場合、これらもリストに表示されますが、Edgecam

のツールストアとの関連付けはされません。 

LocalDB ツールストア データベースは、現在のコンピューターのローカルで使用するためのもので、ネットワークを

介した共有はできません。 

ECSQLEXPRESSのツールストアは、現在のコンピューターのローカル上にある、サーバーのデータベースで、ネット

ワークを介した共有が可能です。 

アクティブなデータベースのハイライト色 

アクティブなデータベースの場所を示すための色表示を導入しました。 

 ローカルのサーバーでないデータベースでは、データベースの背景色は茶色です。 

 リモートのサーバーのデータベースでは、データベースの背景色は青色です。 

 ローカルのサーバーのデータベースでは、データベースの背景色は白色です。 

注釈： 追加の管理者コマンドラインオプションが追加されました。コマンドラインオプションの一覧は、ツールストア 

アドミニストレータのヘルプ（英文）を参照してください。 
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その他の機能拡張 

PCI – 文字列内の特殊文字 

PCIは、文字列内の次の特殊文字を扱えるようになりました。（. , [ ] = | * ; "）  

注釈: 

 文字列形状、機械設定のコメントや NC コードの挿入、作業平面、レイヤ、工具のユーザー定義の文字列

では、JavaScript ファイルが必須です。（旧.pciではサポートされていません。） 

 ベクターフォントでは、@の文字は漢字で文字列の終了を表すため、互換性に問題があります。これは

TrueType フォントには影響はありません。 

 縦棒（|）の文字は、レイヤや作業平面をはじめとした、その他ドロップダウンリストのパラメータではサポート

されていません。この文字は、リスト項目の文字列をインデックス値から分離するために使用されています。

例えば下記のようになっています。 
 

SetModifier(cmd1, 212, "絶対値|1"); 

NC Gage（NC ゲージ） 

 NC Gage は、オペレータのプログラムスキルや測定に関

する特別な知識を必要とせずに、タッチプローブのプロ

グラムを簡単に素早く、安全に作成するための

HEXAGON 製のアプリケーションです。 

Edgecamからの NC Gage で作成されたプログラムの呼

び出しが容易になりました。  
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ライセンス 

メンテナンス契約の機能 

EWS とソフトウェアメンテナンス契約 

Edgecamのライセンスがメンテナンス契約期間にある間は、Edgecamのパートファイル内で、EWSの新規のモデル

作成や編集が可能です。メンテナンス契約を過ぎてしまった場合、EWSモデルを含む Edgecamのパートファイル

の読み込みは可能ですが、編集等はできません。 

Advanced Customisation ライセンス 

Advanced Customisation ライセンス(ENPCI-J)は無償で、ご要望に応じてお客様のライセンスに追加することができ

ます。 

Advanced Customisation ライセンス上の機能が利用可能なのは、メンテナンス契約期間にある間のみです。メンテ

ナンス契約を過ぎてしまった場合、これらの機能は利用できません。 

Advanced Customisation ライセンスでは、下記の機能が利用可能です。 

 ウェブフォームなどの上級の JavaScript機能 

 テーマの統合（インポート/エクスポート） 

 ユーザー定義のダイアログマスク 
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メンテナンスデータベースレポート 

Edgecam 2016 R1で行われたメンテナンス項目のリストは、Maintenance Database Report（英文）を参照してくださ

い。 

maintenance_report.pdf

