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この文書は、Edgecam 2016 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 2016 R2 を起動するには、 

2016 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 

SOLIDWORKS 

Edgecam 2016 R2 は、SOLIDWORKS 2016 をサポートします。  

Code Generator Compiler の Advanced Customisation ライセンスへの統合 

Edgecam 2016 R2 から、Code Generator Compiler ライセンス(EN000-G)が価格表から削除され、この機能は

Advanced Customisation ライセンス(ENPCI-J)に統合されます。従来の EN000-Gは、既にこのライセンスをお持ち

のお客様におきましては、引き続き動作いたします。ENPCI-Jをお持ちのお客様は、メンテナンス契約が有効であ

る限り、この機能をご利用いただけます。代理店ライセンスにおいては、引き続きご利用いただけます。この変更は、

単に利用者数の少ないライセンスを削除することにより、価格表を簡素化するための措置です。なお、コード・ウィ

ザードには影響はございません。 

RS232 通信 製品の終了 

Edgecam 2016 R2 では、RS232 通信の製品の開発が凍結され、Edgecam ランチャーとインストール DVD から削除

されました。 

 この製品は VCP（Vero カスタマー・ポータル）から個別にダウンロードして利用可能な、サポート外のフリー

ウェアとなります。 

 ランチャーから削除され、スタートメニューからのみ起動できます。 

 CLSによるライセンス管理は削除されます。 

 サポートは提案のみに限定されます。 

弊社は Edgecam通信をサポート外のソリューションとして、ウェブサイトからダウンロードによって引き続き提供しま

すが。新規のお客様でこれを利用されることも一つではありますが、他社より通信ソフトウェアをご購入していただく

ことも考えられます。（注釈：既存のお客様は、Edgecam のアップグレード時に通信をダウンロードしてアップグレー

ドする必要はありません。） 

このソフトウェアは依然として動作しますが、マイクロソフト社はユーザーアクセス制御(UAC)による PCの制御と制

限を強化しており、多くのユーザー様が管理者権限を保有していない中、通信はインストールして機能させること

が難しい状況になりつつあります。UAC は Windows 7 にて導入され、続く Windows 8 などのバージョンで、アクセ

ス制限がさらに強化されてきています。 

このようなことから、ユーザー様が現場の PCをアップグレードされていく時に、このような影響が大きくなっていっ

ています。最終的には、この通信が機能できなくなるものと予測しています。RS232 を搭載した工作機械が減少し、

PCにはシリアルポートが非搭載になってきている状況で、新しくこの分野のソフトウェアを再開発するために投資

を行うことは得策ではないと考えています。 

2017 R1でWindows 8 のサポート停止 

Edgecam 2017 R1 とそれ以降のバージョンでは、Windows  8 をサポートいたしません。Windows 8.1 は引き続きサ

ポートされます。 

ツールストア アドミニストレータから MDBの移行機能を削除 

MDBの移行機能とは、旧タイプの Access MDB 形式のツールストア データベースを SQL に変換するために利用

されていました。この機能は 64 ビットとの互換性がないため、削除されました。 
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ソフトウェア更新の方針 

2016 R1 のはじめより、弊社開発はソフトウェア更新の予定を変更しました。 

更新の予定 

弊社は、必要に応じて 3～4週間ごとにソフトウェア更新(SU)を発行することがあります。一般的に、これらの更新

は従来に比べて内容的には少ないものの、頻度が高くなります。これらの更新は、バグ修正や最新の CADシステ

ムのサポートをはじめとした言語に依存しない機能拡張を含みます。 

R1のリリース 

Ｒ1のソフトウェア更新（ＳＵ）は、R2のリリースまで発行されます。これ以降は、R2 をインストールされることをお勧

めします。 

R2 のリリース 

年間 1回の更新の方針をとっているお客様は R2 を採用し、一年に 1度の更新をされることをお勧めします。 

R2のソフトウェア更新（ＳＵ）のうち、リリース後の 1 年間において、前半は通常の更新、後半は重要な修正を含む

更新となります。 

利点 

ソフトウェアリリースの現役期間を通じて細かな更新を提供することは、ユーザー様におかれましては、より早く品質

や機能の向上を受け取ることができるという利点となります。これはマイクロソフト、Google、アップルをはじめ、その

他の CADパートナーや業界標準のコンポーネントのプロバイダに至る、その他の成功を収めているソフトウェアの

プロバイダにも採用されている手法です。 

ソフトウェアの必要 - Internet Explorer 9 

準備ブラウザは、Internet Explorer 8 で利用できない機能を必要とし、正しく動作するようにするために、Edgecam 

2016 R2 では Internet Explorer 9 が必要になります。 
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一般的な機能拡張 

64ビットの Edgecam 

Edgecamは 64 ビットのアプリケーションになりました。 

この主な利点は 32 ビットアプリケーションにおける 2GB のメモリの制限がなくなることで、より大きなソリッドモデル

や工具パスを保持できることにあります。 

注釈： 

 従来の 32 ビットの PDI実行ファイルは、継続して動作します。 

 Part Modeler は現在も 32 ビットアプリケーションです。 

グラフィックのテッセレーション 

 新しくグラフィックデータの保持オプションが、初期設定に

追加されました。 

このリリースでは、ソリッドモデルの三角メッシュ化の保持で

異なる技術を使用し、PPF を開くときにソリッドモデルが大

幅に速く読み込まれることができます。テッセレーション

は、モデルを検査し、三角形の集合体に分割して保持す

ることにより、従来と比較して圧倒的に速く読み戻すことが

できるようにします。  

ソリッドモデル以外の要素が存在しない PPF ファイルの読

み込みにおいては、従来と比較して最大 20倍もの速さと

なります。ソリッドモデルの図形のパターンにより、この速さ

は変化します。  

現在、テッセレーションはソリッドモデルにのみ適用され、

純粋な PPFは相当速く読み込まれます。しかしながら、単

一のソリッドモデルと非常に多くの工具パスを含んだ PPF

の場合は、工具パスやシーケンス、その他のグラフィックの

読み込み処理による影響が大きいため、読み込みの速さ

が体感しづらい場合があります。 

注釈： Inventorファイルには同様の技術は既に存在して

います。（Inventor モデルの高速シェーディング）これは、

ずっと荒い三角メッシュにて保存することにより読み込み時

間を向上しているため、Inventorのモデルではこの機能の

影響は受けません。 
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ユーザーポストマクロの言語翻訳 

 従来、設定項目（またはユーザーポストマクロ）では、言語

翻訳の方法が限られており、ポストが最初に使用される時

に表示されるダイアログに、ユーザー様が手動で翻訳を入

力する必要がありました。 

このリリースでは、このメカニズムが変更され、サブメニュー

やオプションを含むマクロの翻訳を完了できるようになりま

した。 

 ポストが最初に使用された時、ポストと同名のテキ

ストファイルが、ユーザードキュメントフォルダー以

下の Language フォルダーに作成されます。 

C:\Users\<user>\Documents\Vero 

Software\<version>\Edgecam\language. 

 このテキストファイルは、標準的に搭載しているマク

ロやユーザーにて作成されたマクロを含む、ポスト

内に存在するすべてのユーザーマクロの表示内容

を保持しています。 

 このファイルを編集して、翻訳できます。 
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  テキストファイルが保存されると、Edgecam は mnu

ファイルと異なるものであることを検出し、加工シー

ケンスブラウザ内のショートカットメニューに翻訳オ

プションを追加します。 

  翻訳オプションをクリックすると、マクロのダイアログ

は変更を反映します。 
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加工の機能拡張 

回転ヘッドによる旋盤加工（複合加工機） 

 このリリースでは、旋盤工具を回転させて旋盤加工を行う

ミリング加工機のサポートしました。これは通常、非常に

大きな部品を加工する時に、部品は静止したままで機械

側が旋盤輪郭の周りを移動する状況で見られます。典型

的な加工は大きなボアです。旋盤の加工径は、ヘッドに

搭載された第 2軸により制御されます。 

サポートされる第 1弾の設定は、B軸がテーブルにある

横型加工機です。 

注釈：第 2 X軸を使用するためには、Advanced Multi 

Task Machine Options ライセンスが必要になります。この

モジュールにあらかじめ必要なシステムは、Advanced 

Production または Ultimate Production ライセンスです。 

この機能拡張は、Edgecam、Code Wizard/ポストプロセッ

サ、シミュレータにも関連します。 

 

 

 

 

 

 

Edgecam 

 加工シーケンス作成 

Edgecamがミリングとして加工シーケンスを設定

できるように、機械マネージャに登録される必要

があります。加工シーケンスは、その他の複合加

工機と同様に、ミリングまたは旋盤として設定でき

ますが、旋盤では部品の位置は変更できず、機

械上には実際の旋盤スピンドルは存在しないた

め、ミリングとして設定されることをお勧めします。 

 工具交換 

その他の複合加工機と同様に、旋盤の工具交換

を選択できます。違いは、旋盤工具自体が回転

するため、旋盤の平面がないことです。回転はミリ

ング主軸にて行われるため、すべての速度のパラ

メータは、機械上にあるミリング主軸のみです。 

 

工具は、端面や長手などの異なる方向に搭載で

きますが、通常の複合加工機とは異なり、回転軸

に対してインデックスは行いません。その代わり、

ヘッド上にて工具の搭載を変更します。 

 

 

通常、機械上では、特別な工具搭載方法や旋盤

工具ホルダを使用する一連の操作があります。 

ミリングの工具交換は、補助 X軸が有効になって
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いる場合、または原点位置（0位置）にいない場

合は、許可されません。このような場合、「ミリング

交換の前に、補助 X軸は格納されて有効でない

状態にしてください。」というフィードバックメッセー

ジが表示されます。 

 補助 X軸（X2 / U軸） 

新たに X 軸の選択と補助 Z軸の格納が利用可

能です。このコマンドは、旋盤工具が選択された

場合のみ、利用可能です。ミリング工具が選択さ

れた状態で X2 が伸長されると、警告メッセージ

が表示され、工具交換は失敗します。X2 軸の移

動は、ミリング工具で動作することは想定していな

いためです。 

 インデックス 

この環境での旋盤工具は、あらかじめ定義された

旋盤(2D)作業平面へのインデックスが可能です。 

旋盤作業平面が機械軸に合っていない場合、

Edgecam通常通りそろえるようにします。 

 

これは旋盤工具が指定の作業平面にインデック

ス出来る最初の例です。回転ヘッドの複合加工

機では、ミリング工具と同様に、インデックスは回

転軸を回転させますので、インデックスの前に

は、工具は常にヘッドのスピンドルに搭載された

状態になることにご注意ください。 

 

この新しい複合加工機の環境では、旋盤作業平

面へのインデックスは、選択された作業平面の中

心に機械のヘッドを移動させるオプションも提供

されています。中心への移動を作成オプションを

有効にすることにより、インデックスは、移動先の

作業平面に機械のヘッドをそろえる早送り移動を

作成します。これを使用しない場合、旋盤加工の

中心が加工する輪郭の中心にそろっていない状

況となりえます。 

 工具交換位置復帰 

工具交換位置復帰または原点復帰の際、補助 X

軸も格納できます。このため、これらの復帰コマン

ドは、旋盤工具が移動する場合には、補助 X軸

オプションを含みます。補助軸は固定されたまま

にするか、メインの軸の移動の前または後に格納

できます。 
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コードウィザード / ポストプロセッサ 

ミリング加工機を作成するときに、旋盤機能を選択した場

合、コードウィザードは横型の機械設定を選択できるよう

になり、自動的に補助 X 軸を選択できるようになります。 

 テンプレート 

テンプレートは、ミリングの機械に旋盤御加工サイ

クルや工具交換の組み合わせを含むため、複合

加工機のテンプレートとなります。 

 

補助 X軸のために追加されたものは、トークンや

NCデータ出力形態、データフォーマットなどで

す。原理的には、補助 X軸の出力方法は、補助

Z軸（クイル）と同様です。 

 

ユーザー様は、必要に応じて[AUXXMOVE]トー

クンを追加してください。デフォルトの出力では、

これは追加されていません。 

 補助 X軸（装置として） 

旋盤加工中は旋盤加工径を変更するための機

構を動作させるため、補助 X 軸がミリングのスピ

ンドル上に挿入されます。ヘッド上のスピンドルの

動作と合わせ、X2の移動が旋盤輪郭を形成する

ために出力されます。 

 システム変数 / マクロ 

クイルと同様に、2つの新しいマクロが利用できま

す。 

 %MACRO=722=..=Select X Axis=  

X2軸の選択と選択解除  

 %MACRO=725=..=Retract X Auxiliary= 

格納の移動  

ACTIVEX というシステム変数により、補助軸が有

効かどうかを認識し、X2MOVE が各移動でどれ

だけ伸長するかを保持します。 

シミュレータ 

シミュレータは、補助軸上にアセンブリされた工具の回転

を表現します。工具と保持具およびホルダは、干渉を十

分に検出することができるよう、回転されます。 

スピンドルコントロール コマンドは、回転を制御するため

に使用できます。これらの機械においては通常、工具が

切削の準備完了となった時点においてのみ、回転が開

始されます。このため、ユーザー様は工具交換で工具の

回転を停止として設定し、後ほど加工サイクル開始の直

前に、スピンドルコントロール コマンドを使用して主軸の

回転を作動させることができます。 

これにより、NCデータに十分に反映させることができま

す。 
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傾斜ヘッドのサポート（複合加工機） 

 

複合加工機上の傾斜ヘッドをサポートするようになりまし

た。 

通常の機械では、XZ と YZ の旋盤平面のみが可能です

が、軸が傾斜している場合、回転は 1軸の周りを周るわ

けではないため、旋盤の軸が XZ または YZにそろわな

い状況がよく起こりえます。 

このため、Edgecamは傾斜軸を確認し、利用可能な方向

のみを提供します。角度も利用可能ですが、選択された

角度が達成できない場合は、工具交換自体が失敗しま

す。 

傾斜した設定では、下記の点を熟考してください。 

傾斜軸のベクトルを指定すると、端面以外の方向におい

て、利用できない結果が出ることがある、という不正確さ

がでます。 

 

 

 端面方向でない工具は、その勝手と方向の軸か

ら判別されます。通常の機械では、作業平面は

回転軸に一様に回転され、工具方向が一致する

ようにそろえられる結果となります。「左勝手の反

転されていない工具」は、通常の機械では常に

「左勝手の反転されていない工具」として扱われ

ます。 

傾斜軸の機械では、作業平面が 2軸ないしは 3

軸の周りを回転するため、作業平面に対する工

具の勝手を優先するため、工具が反転されます。  
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輪郭加工サイクル – 図形の工具径補正でのコーナー処理オプション 

従来は、輪郭加工サイクルで工具径補正が使用された場合は、コーナー処理は鋭角と R 挿入に限られていまし

た。この加工サイクルの機能を拡張し、より多くのコーナー処理方法を追加しました。 

注釈： 

1. 工具径補正が使用されている場合、高速送りと鋭角のコーナー処理方法は、戻りのオフセットが同一の場

合、R 挿入と同じ NCデータを出力します。機械では、鋭角と高速送りはおそらく適用外となりますので、こ

れらの組み合わせではフィードバックのメッセージが表示されます。 

2. 逆 R 挿入では、あらかじめ出力された NCデータを機械上で確認してください。いくつかの制御機では、パ

スが交差している状況では、問題となりえます。 

オペレーションの向上 

Edgecamのオペレーションは、下記の分野で向上が行われました。 

 インデックス  

2Dフィーチャーを加工できるすべてのミリングのオペレーションは、現在の作業平面から選択されたフィー

チャーの属する平面に安全なインデックス移動を適用します。フィーチャーを選択するときは、単一の平面

から選択するようにしてください。同一平面上であれば複数のフィーチャーを選択できますが、オペレーシ

ョンは複数のインデックスを実行することはできません。 

オペレーション – ツールストアからの関連付けられた送り速度と回転数 

 このリリースでは、ミリングと旋盤のオペレーションに、関

連付け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、工具交換のパラメータは自動的にツールストア

の入力値を読み込みます。  
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加工サイクルにフェイスのシルエットでトリムを追加 

 

 

新しくフェイスのシルエットでトリムというチェックボックス

が、走査線、同心円スキャロップ、切残し仕上げ、ペンシル

加工サイクルのコントロールタブに追加されました。これに

チェックすると、選択されたフェイスのシルエットから加工境

界を自動的に生成して、工具パスをトリムします。  

注釈：このオプションは、フィーチャーを使用した 2015 R2

以前と互換性があります。これはデフォルトでは表示される

ことはなく、マスクを作成して表示させることができ、初期値

を ONに設定する事で表示されます。 
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加工サイクルにコメント入力を追加 

 

  

新しくコメントの入力が、ミリングと旋盤の加工サイクルの一

般タブに追加されました。 

加工サイクルの一般的な記述を入力することができ、コー

ドウィザードのコメントのコードコンストラクタを介して NCデ

ータに出力することができます。 

インデックスと作業平面の扱い 

 新たに作業平面名の定義が、インデックスのダイアログの

一般タブに追加されました。 

作業平面名の定義は文字列で、インデックス移動される先

の作業平面に動的に新しい名前を割り当てることができま

す。基本的に、Edgecam は割り当てられた名前でインデッ

クス先の作業平面のコピーを作成します。作業平面名の

定義は自動方向設定と作業平面を異なる方向に回転と合

わせて動作しますが、新しい作業平面となるため、通常表

示される警告メッセージは不要であり、表示されません。 

注釈： この新しいオプションは、インデックスのみで利用可

能です。（ミリングとミリングベースの複合機）  
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アドバンスド同時 5軸の向上 

曲面、ポートと複数ブレードにいくつかの向上が行われました。 

曲面ベースの干渉チェックの演算 – 工具平面上で工具を逃がす 

 工具平面で工具を移動させることができるようにするため

のもので、工具軸を法線方向とする平面が工具平面の

定義です。干渉が発生すると、工具は工具平面上に引

き上げられますが、切削方向には直交します。 

主な利点は、干渉回避は加工曲面には依存せず、工具

は指定の一方向に引き上げられることがないということで

す。工具が移動するので、工具の方向や高さを維持しな

がら、干渉を回避することができます。これは例えば、切

削方向に相対する工具傾斜に設定した場合に適用され

ます。 

干渉チェックタブの回避方法とパラメータを参照してくだ

さい。 

曲面ベースの演算 – フローライン 

 

フローラインは、加工曲面の U または V 方向に合わせら

れる（または割り当てられる）工具パスを作成します。方

向は、ユーザーインターフェイス上で決定できます。単一

の曲面のみが一度に加工できます。 

フローラインは、壁面やエッジの曲線といった境界を定

義する追加の図形を選択することなく、工具パスを作成

することができます。曲面の形状が非常に複雑であって

も、最大の加工ピッチが一定の距離で維持されます。演

算も非常に速く完了します。唯一、単一の曲面のみが一

度に加工できるという点が注意事項です。複数の曲面で

は、複数の UV方向が存在し、これらがパターンを分割

することになるためです。 

曲面のパスタブのパターンリストを参照してください。 
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曲面ベースの演算  – 工具パスのミラー 

 

指定した軸と点に対して対称に映された工具パスを作成

します。 

荒取りタブのミラーを参照してください。 

スワーフ加工 – 回転軸の最大角度ステップ 

最後の工具パスの点から計測された指定値で、機械ヘッドの回転角度を制限します。機械の構造上で、回転角度

が大きすぎる場合、2つの工具パスの転換距離に、追加の点を補充します。追加される点数は、回転角度と最大

角度ステップにより演算されます。結果として、角度の変化は小さな段階的なものとなります。 

いくつかの機械制御では、大きな回転角度をどのように補正するかを決定することができず、結果として工具の動

きが予想外のものとなり、曲面や工具を損傷する可能性があります。 

ユーティリティータブの最大角度ステップを参照してください。 

ポート加工 – エッジ部の巻き込み 

 

エッジ部の巻き込みは、ポート部へのアプローチと入り際

に、工具パスをスムーズで徐々に変化するように延長し

ます。切れ刃は材料の外側から段階的に工具先端から

切削し、材料に対して径いっぱいに接触することがない

ように切削します。 

曲面タブのエッジ部の巻き込みを参照してください。 
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ポート加工 – 自動スパイン 

 

ポート加工の自動スパインの作成の動作が変更されまし

た。工具パスを作成するため、スパインと加工曲面の間

に、十分な空間が必要になります。従来のバージョンで

は、スパインのいずれの部分も加工曲面に近すぎる場

合、工具パスは作成されませんでした。新しい動作で

は、工具パスは、スパインが近すぎるようになる点まで作

成されます。結果として工具パスはこの点まで干渉チェッ

クをされることになります。 

曲面のパスタブの自動スパインを参照してください。 

複数ブレード加工 – フィレット加工 

 この仕上げ加工サイクルは、ハブとブレードの間のフィレ

ット部を仕上げる工具パスを作成します。 

システムは自動的に部品のフィレット部を検出します。ハ

ブとシュラウドの加工する部分は、下記のように定義され

ます。 

 定義された切削パス数と加工ピッチの距離 

 大きな工具径 – 荒取り工具径を定義して、フィレ

ットが加工できない部分を決定します。追加でオ

ーバー量も設定できます。 

曲面のパスタブのパターンリストを参照してください。 

  

旋盤 溝入れ荒取り加工サイクルの向上 

 

  

溝入れの荒取り加工サイクルに変更を加え、上部の R

や面取り部分の幅が加工ピッチの増加量より小さい部分

は無視するようになりました。 

単純な溝においては、これは切削されない部分の三角

形が残るのを防ぐよう、溝の壁を切り下す切削パスを発

生させます。 

Rや面取りが荒取りを必要とするほど大きい場合は、この

部分を加工するための別の加工サイクルが必要になるか

も知れません。  
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旋盤溝入れ荒取り 中間パス 

 

 

溝入れ荒取り加工サイクルを機能拡張し、最初の切削の

後に切残し部分を除去するための中間パスを生成できる

ようにしました。 

 中間パス数の入力が一般タブに追加され、各切

残し部分において均等な間隔で中間パスを適用

するためのパス数を指定できます。 

 安全距離の入力が一般タブに追加され、各切残

し部分の上方のアプローチと引き上げの制御が

できるようになりました。 
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溝入れ荒取り加工サイクルに Edgecam側の補正を追加 

 

  

溝入れ荒取り加工サイクルに、工具先端のコーナーRを

考慮した補正された工具パスを作成するようになりまし

た。既存のパートについては、元の動作が維持されま

す。  

テーパーねじの旋盤アプローチ 

 

vs 

 

このリリースでは、ねじ切り加工サイクルはテーパーねじ

で起こりうる問題を防ぐため、異なるアプローチのメカニ

ズムを搭載しました。 

Edgecamは、常に輪郭の始点と終点の上にアプローチ

移動を行うようになりました。これは、テーパーねじの X

の終端座標より下に加工サイクルの開始点があることで

アラームになる可能性ある機械があり、固定サイクルやシ

ングルブロック出力での問題を回避するために調整され

ます。  

注釈： 

 これは内径テーパーねじにおいても、工具を始

点と終点の下側に移動するように動作します。 

 「加工終了点」を「加工開始点」に設定すると、ア

プローチ移動の座標が優先されます。 

 この変更は、直線補間出力にも影響します。 

 従来は、この調整はポストプロセッサ内で部分的

に行われました。この調整を Edgecam内で行うよ

うになることで、シミュレーションの信頼性が向上

しました。 
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ワイヤの機能拡張 

 

このリリースでは、いくつかのワイヤの機能拡張を導入し

ました。 

 機械設定が、PEPSのワイヤエンジンと一致するよ

うに調整され、新しく出力オプションが追加されま

した。各制御器の出力オプションについては、機

械設定ダイアログのヘルプを参照してください。 

 牧野向けの加工条件データベースが更新され、

追加の機械と制御器のバージョンをサポートする

ようになりました。 
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ワイヤ – 回転軸制御 

 ワイヤの移動コマンドの一般タブに回転軸の制御が追加さ

れ、回転軸と直線軸を同時または個別に動作させることが

できるようになりました。  

 新しく回転軸タブでは、ワイヤの移動コマンドを使用して位

置決めした時に回転軸の設定ができるようになりました。下

記の機械が対象となります。 

 ACcut 

 AccuteX 

 ACfanuc 

 ACmillennium 

 ACVision 

 Chmer 

 Fanuc 

 Makino 

 Mitsubishi 

 Sodick 
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ワイヤの複写 

 

 

 

 

ワイヤの複写コマンドが、ワイヤのリボンインタフェイスに

追加され、単一または複数のワイヤ加工工程を移動コピ

ーできるようになりました。 

 複写する最初と最後の工程のラベルが、工程の

範囲を示します。 

 移動量 X と Y の入力値は、移動する増分値を制

御し、くり返し回数で複写する数を指定します。 

 ワイヤ設定の加工方法は、この複写では機能しま

せん。例えば、無人 夜間運転（ポケット）に設定さ

れている場合でも、すべてのタグの切り落としに

戻る前に、すべてのくり返しが行われます。 
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プローブサイクルでソリッドの直接選択をサポート 

 

このリリースで、プローブサイクルのソリッドを直接選択す

ることができるようになりました。 

これにより、ソリッドからワイヤフレーム図形を作成または

抽出する必要なく、プローブサイクルを使用できるように

なりました。 

このサイクルは下記の要素を選択できます。 

 直線エッジ（端点と中点） 

 頂点 

 円弧のエッジと円筒フェイス 

これらの選択は、モデルとの関連付けがあり、ソリッドのモ

デル変更にしたがって、工具パスも更新されます。 

しかしながら、エッジの中点やフェイスの中心点の選択

は、関連性の無いままなどの制限があります。 

複数の穴テンプレートの検出 

 このリリースでは、ひとつの穴定義の中に複数の穴テン

プレートを検出する機能を追加しました。これにより、あら

かじめ保存された複数の穴テンプレートの形状を、複雑

な多段穴の中で検出できるようになりました。 

穴テンプレートを構築する際に、穴全体の中の部分的な

検出を有効にするために、部分一致のフラグをドロップ

ダウンリストから選択して、はいに設定してください。  
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加工シーケンス作成 – ワークの更新パラメータ 

 以前のリリースで、ミリング環境において、PCI変数を使

用してワークの更新の自動パラメータ設定を定義するよう

に追加しました。これらのミリングのパラメータは、ミリング

加工シーケンスダイアログのワークの更新オプションを使

用して定義できるようになりました。 

 これらの入力は、2016 R1 にて実装された PCI 変

数を使用します。 

 ワークの更新コマンドはモーダルではありませ

ん。後ほど新しくワークの更新コマンドを選択する

場合、一貫性を保つため設定を覚えておく必要

があります。 
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手動 旋盤輪郭フィーチャー – 編集時の要素の再選択 

 

 

 

 

 

 

 

従来 

 

現在 

 

このリリースでは、手動の旋盤輪郭フィーチャーの編集を

向上しました。 

従来は、旋盤輪郭の始点と終点の延長以外、要素を選

択して編集することはできませんでした。手動の旋盤輪

郭フィーチャー内の輪郭を再定義することができるように

なりました。 

注釈： 旋盤輪郭フィーチャーがテンプレートとして保存さ

れると、後から検出済みのテンプレートの輪郭を編集す

ることはできません。テンプレートを編集したい場合は、

作成されたフィーチャーから再定義する必要があります。 
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ユーザーインターフェイスの機能拡張 

モデル設定を準備ブラウザに置き換え 

 このリリースでは、モデル設定のダイアログを準備ブラウ

ザのウィンドウに置き換えました。 

ソリッドの挿入 – 自動方向設定 

 

 

このリリースでは、ソリッドを挿入する際、ソリッドを自動的

に方向設定するかどうかを示すメッセージが表示されま

す。  

ソリッドの位置と方向は、方向設定変更オプションをクリッ

クして手動で変更できます。 

注釈： これは自動方向設定を無効にします。 
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ワークフローのビューとシェーディングボタン 

 

このリリースでは、機械のベース、カバー、軸マウントやタ

レット・ヘッド、テーブルなどの部分ごとの表示切替のオ

プションを導入しました。また、機械全体の表示と非表示

を切り替えるオプションもあります。 

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関する継続的な開発の一環とし

て、下記の加工サイクルに画像とツールチップのヘルプ

を追加しました。 

 プランジ荒取り加工 

 2Dパスの投影 

 同時 5軸 – 深さ指示タブ 

 切残し仕上げ加工 

 輪郭投影加工 
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穴フィーチャー検出のグループ化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリリースでは、ミリングタブの穴オプションに、新しく抜

け穴空間距離が追加されました。これにより、指定した値を

基に穴のグループ化の条件を指定できます。 

同様の穴形状であっても、穴の下にある空間は異なること

があり、これを認識しないままグループ化されます。この設

定を使用して、穴の下にフェイスがない抜け穴空間距離を

指定することにより、どの穴をグループ化するかを定義す

ることができます。 

 

 

抜け穴空間距離オプションは、穴フィーチャーと穴フィー

チャーのグループ化ダイアログの一般タブにも追加されま

した。  
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色による選択 

 

このリリースでは、要素タイプのフィルタコマンドを向上

し、図形の作図色を考慮できるようになりました。これによ

り、例えば青色の直線、赤色の曲面といった選択が可能

になります。 

例えば、パート内の青色の円弧すべてを加工する場合

は、下記の手順となります。 

 加工サイクルを選択 

 要素選択オプションのフィルタを選択 

 全非表示をクリックし、作図色を青に変更して、

円弧の図形タイプをチェックします。 

 適切な要素が含まれる範囲全体を、ウィンドウを

ドラッグして選択します。 
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シミュレータの機能拡張 

旋盤の非対向タレットのサポート 

 

このリリースでは、Edgecam は 2つのタレットが同一の X

軸上にはない、非対向タレット（スラント型）のシミュレー

ションができるようになりました。 

シミュレータの機械全体の表示切替 

 

このリリースでは、機械グラフィック全体の表示と非表示

を切り替えるオプションを追加しました。 

機械とワークの移動 

このリリースでは、ショートカットメニューからワークの移動オプションを削除しました。グラフィックの無い機械でシミ

ュレーションする場合は、機械シミュレーションのボタンにより、工具を動かすか、機械構造に合わせてワークを動

かすかを制御できます。 

注釈： グラフィックの無い機械では、デフォルトでは機械シミュレーションはオフです。 
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エッセンシャル・ワークフロー・ソリッド (EWS) 

IGES インポート（ワイヤフレーム） 

 

 

 

 

 

このリリースでは、EWSに IGES ファイルのワイヤフ

レームをインポートする機能を追加しました。 

 IGES インポート後に、 アイコンが追加

され、ワイヤフレーム要素を個別に選択する

ことができます。 

 ワイヤに適したルールドの部品を作成する

場合、ワイヤフレームから抽出ボタンを使用

して、IGES ファイルから要素を抽出すること

で、第 2 のスケッチを作成できます。 
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2D拘束の寸法編集 

 

 

このリリースでは、2D拘束の寸法を編集する機能を追加

しました。 

数式を含む寸法を編集するには、寸法の編集ダイアログ

を表示するためダブルクリックします。必要に応じて距離

を編集し、OK をクリックして変更を適用します。 
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コードウィザードの機能拡張 

非対向タレットのサポート（スラント型タレット） 

 

 

  

このリリースでは、Edgecam は 2つのタレットが同一の X

軸上にはない、非対向タレット（スラント型）のシミュレーシ

ョンができるようになりました。 

X軸のプロパティを変更することにより、タレットは 180度

ではない角度で旋盤の輪郭を加工します。これはシミュ

レータ内で、機械ツリー設定で指定された角度をもって、

工具パスと工具位置を再現します。 

アッパーとローワーの両方のタレットで、可動工具を使用

して同時加工を行おうとするなど、サポート外のプログラ

ムを実行しようとすると、エラーメッセージが表示されま

す。 

注釈：   

1. スラント型の機械はタレットの角度のオフセットを

補正する機能を持ち合わせているため、この機能

拡張にかかる変更はシミュレータのみです。出力

される NCデータやポストのテンプレート、

Edgecam内部のシミュレーションなどには変更は

ありません。また、パラメトリックのグラフィックはコ

ードウィザード内では正確に表示されません。こ

れはグラフィックや原点位置に変更が行われない

ためです。 

2. スピンドル端面に向いているタレットを有する機械

では、搭載工具が回転するベクトルを示す、タレ

ット方向の変更も行ってください。通常のタレット

のベクトルは(0,0,1)で、スピンドル端面に向いたタ

レットは、X 軸の方向を考慮して変更してくださ

い。 

3. スラント型の機械は、対向型タレット（垂直型）とは

異なる機械構造となります。スラント型では、XYZ

はそれぞれ直交として考慮されます。対向型タレ

ットでは、90度の角度差を持たないベクトルで独

立して動作します。スラント型の設定を行う場合、

X と Y軸が直交するベクトル設定を確実に行って

ください。 
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極座標モードでの端面回転出力 

 

  

適応型テンプレートで、端面の回転移動の極座標モード

で柔軟性を向上する作業を行いました。NCデータ出力

形態に CY軸回転端面加工（極座標）として名称変更さ

れた制御用のタブがあり、新しく手動極座標から早送りを

除外オプションが追加されました。 

極座標切替えが自動に設定された場合、早送りから送り

への変換の識別が最小限の変更となるため、極座標の

条件を含める・含めないができるように向上されていま

す。 

極座標切替えが手動に設定された場合は、加工シーケ

ンス内の工程により極座標モードへの変更が要求されま

す。新たなオプションの使用により、工具交換後まで適

用を遅延させ、極座標による切削前後のすべての早送り

を除外することができます。このオプションは、手動で極

座標モードとなった後、早送りが加工サイクルで生成され

る場合の助けとなるように設計されています。 

注釈：   

1. 遅延または自動の使用は、極座標への切り替え

が、加工シーケンス内の極座標切り替えと一致し

ない場合が発生するため、NCデータとシミュレー

ションが異なる場合がありえます。 

2. 実際に加工を行う前に、これらの変更が対象とな

る機械の要求を満たすものであることを必ず確認

してください。 
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コードジェネレータの機能拡張 

新しいミリングマクロ 

下記の 2つの新しいマクロが、コードジェネレータに追加されました。 

 ミリングマクロ参照 (MACRO 722 - SELECT X AXIS) 

 ミリングマクロ参照 (MACRO 725 - RETRACT AUXILIARY X AXIS) 
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ツールストアの機能拡張 

HTML形式のジョブサポートを完全に削除 

旧タイプの HTML形式のジョブレポートが、完全に削除されました。 

この機能は、従来のリリースでライブジョブレポートに置き換えられましたが、ツールストアのアプリケーションやファ

イルの場所などに、参照を残していました。 

HTML形式のレポートへのすべての参照は、ソフトウェアから削除されました。 
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T スロット工具 – 追加のゲージ点の追加 

 

 

 

このリリースでは、T スロット工具に第 2 ゲージ点を追加

しました。第 2 ゲージ点により、切れ刃の上部にゲージ

点を設定することができます。 

これは、工具の上端で加工をする際に、加工サイクル内

での深さ指示を容易にします。 

この点を下側から上側に変更する、またはその逆を行う

と、工具位置オフセット Z の値は更新されます。各ゲー

ジ点の設定において、別の工具長補正が必要になりま

す。 

Edgecamのミリング工具ダイアログでは、ゲージ点は装

着タブに設定されます。 

注釈： 加工サイクル内でイニシャル点を設定する時に、

刃長を考慮して調整をしてください。 
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旋盤ねじ加工チップ定義に内接円を追加 

 

 

 

ツールストアと Edgecamの旋盤用ねじ加工工具の定義

に内接円が追加されました。これは、チップのサイズを制

御する助けとなります。従来のバージョンでは、チップの

サイズは刃長との比率を基に決定されていましたが、チ

ップのサイズが内接円の値で制御できるようになりまし

た。内接円の値が大きすぎる場合は、従来の比率を採用

します。 
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ストラテジーマネージャの機能拡張 

JavaScriptエンジン 

ストラテジーマネージャは、判断ノードとデータノードに JavaScript文字列による関数を追加することができるように

向上されました。 

IF INCLUDES, OR, MID や LEN といった関数は JavaScript関数と同等になりましたが、必要な論理の複雑さを低

減し、データへのアクセスとデバッグ情報の出力といった利点を増加します。 

ストラテジーの JavaScriptエンジンの使用はまた、Edgecamによる条件の理解と適用がずっと速くなることをも意味

します。判断ノードとデータノードは、一般的に 15～20倍速くなり、最大では 50 倍速くなります。この部分の処理

が従来のストラテジーの適用とは異なり、この削減がストラテジーの適用時の速度の向上となる理由のひとつです。 

ユーザーインターフェイスの向上 

 

プロセスブラウザ – 並び替えとドラッグアンドドロップ 

プロセスブラウザ内で、ブラウザ上で右クリックして名前で

プロセスを並び替えをクリックするか、ドラッグアンドドロップ

してプロセスの並び替えができます。  

プロセスブラウザ – キーボードで切り取り・コピー・貼り付け 

プロセスブラウザ内で、プロセスの切り取り、コピー、貼り付

けをするとき、CTRL + X / C / V のキーボードのショート

カットを利用できます。 

プロセス・ノード・条件をキーボードで削除 

プロセス、ノード、条件を削除する時、キーボードの Delete

ボタンを利用できます。 

小数点以下の 0の削除 

ストラテジーマネージャで、小数点以下の 0 は生成されな

くなりました。 
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メンテナンスデータベースレポート 

Edgecam 2016 R2 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
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