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重要なお知らせ 

CATIA V4 インポート のサポート終了 

CATIA V4 インポートは終了しました。サードパーティのサプライヤーによるサポートは終了しており、ユーザーア

カウント制御の規制により停止するという問題が起こります。 

Microstation インポートの終了 

Microstation デザインファイルインポートは終了となります。停止することがあり、サードパーティのサプライヤーに

よるサポートは終了しています。 

Solid Machinistの Pro/DESKTOPサポートの終了 

数年の間、Pro/DESKTOP はダウンロードが出来ず、起動できませんでした。最新の PTC Graniteカーネルはサ

ポートしていません。 

「PartXplore」は「WorkXplore」に製品名変更 

「PartXplore」は、「WorkXplore」に製品名を変更しました。 

ホームワークモードの変更  

このリリースより、販売ライセンスまたは代理店ライセンスを使用して保存された「.ppf」ファイルは、ホームワークモ

ードで読込みが出来ません。Educational Systems の 「.epf 」フォーマットのパートファイルのみ、ホームワークモ

ードで読み込み、保存することが可能です。camの examplesフォルダーの全てのパーツは、「.epf」ファイルとして

コピーされます。 

C/C++ - PDIのサポート終了 

Edgecamでの C/C++ PDI サポートは段階的に廃止しており、2018 R1 リリースからは機能しません。全てのアプリ

ケーションを「.NET」ﾌプラグインとして開発することを推奨します。 
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加工の機能拡張 

B軸輪郭サイクル 

 

 

このリリースでは、B 軸輪郭サイクルを導入しました。 

このサイクルは、動作可能な B 軸ヘッドの旋盤で使用

するためのサイクルです。 

工具を加工面に対して垂直に保ちながら、輪郭旋盤の

B 軸を回転させます。 これにより、工具がアンダーカッ

ト部に入っても、良好な表面仕上げが可能になり、特

殊工具の必要性が低減します。 

注釈： このサイクルの使用には、Ultimate Turning ま

たは Ultimate Production ライセンスが必要です。 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2017 R2 6 of 21 

はめあい情報のインポート / 穴フィーチャーへのフィット 

 

 

 

穴のはめあいに関連する基準と公差を

SOLIDWORKS、INVENTOR、CREO / Pro-E のモデ

ルから抽出し、Edgecamに表示することができます。 

この情報は、CADLink を通して抽出され、ユーザーは

通常の Edgecam機能を使用し、必要な仕様に部品を

加工することが可能です。 

穴は、穴あけコマンドを使用し、SOLIDWORKS、

INVENTOR、CREO / Pro-Eで定義します。CADLinks

ボタンを使用すると、モデルが Edgecamに送信され、

自動フィーチャ検出が完了すると、穴フィーチャーに適

用される基準（例：H7）とトレランス（+ 0.021 / -0.00）が

Edgecamによって検出されます。 

注釈：現状では、穴フィーチャーからはめあい情報の

みの抽出が可能です。ソリッドモデルには、

SOLIDWORKS、INVENTOR または CREO / Pro-Eの

穴あけコマンドによって適用されるはめあい情報がなく

てはなりません。 
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ワーク編集・作成時の段取り位置の自動更新 

 

このリリースでは、 加工パラメーターダイアログの   

一般 タブに 自動 オプションを追加しました。これによ

り、ワークが編集または作成された場合、段取り位置

が自動更新されます。 

• チェックを入れた場合、位置 (段取り作業平面 

と X/Y/Z 段取りオフセット) はシーケンス設定

の 自動 設定から取得されます。 

• チェックを外した場合、位置は手動で調整しま

す。再度 自動 をチェックすると、位置を再適

用します。 

注釈：このオプションは、ミリングと複合軸機械のみ利

用可能です。 

荒取り加工サイクル - 切込み量の空欄を許可 

 

このリリースでは、深さで、底面のみを作成するため、

深さ指示タブの 切込み量 を空欄にしておくことが可能

です。 

いままでは、切込み量 に値を入力しない場合、エラー

が表示されました。この点において、荒取りは、輪郭加

工と同様の操作性になります。  
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荒取り加工サイクル - ワーク高さを使用 

 

このリリースでは、深さ指示のタブに、ワーク高さを使用 

を追加しました。 

これは現在のワークに関連付けて使用します: 

• 現在のワーク高さを使用する場合、チェックを

入れます。 

• ワーク高さに関係なく設定する場合は、チェック

を外します。 

 ワーク高さを使用 をチェックし、 深さ を選択した場

合、深さ の値は関連付けられた深さになり、ツールパ

スは正しい高さで作成されます。  

ヘリカルねじ切りの回転軸サポート 

 

 

 

ヘリカルねじ切り（スレッドミル）で回転加工モードの動

作をサポートしました。 

回転加工モードを有効にすると、サイクルを作成できま

す。 

注釈： 

1. 軸方向加工のみに適用されます。 

2. ミリング、旋盤、複合軸機械に適用されます。 
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Edgecam Inspection 

 

Edgecam Inspection は、スタンドアロンシステムとして、

または Edgecam Milling のアドオンモジュールとして、

機上測定を実行する新しい製品です。このシステム

は、さまざまな測定方法でコンポーネントを測定し、NC

コードを作成することが出来ます。結果はコントローラ

から戻され、解析後、モデルと比較して、検査レポート

を作成します。 

注釈：このモジュールのご使用には、Edgecam 

Inspection System (ENINS-S) またはモジュールアドイ

ン版 Edgecam Inspection Module (ENINS-M)が必要で

す。 
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ワイヤの機能改善 

'平行切り落とし' オプションを スマート加工サイクルと 4軸加工サイクルに追加 

 

 

 

平行切り落とし オプションを スマート加工サイクルと 4

軸加工サイクルの 切り落とし タブに追加しました。  

チェックした場合、平行の切り落としを実行します。 
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EDM Expertの加工タイプサポート 

 

  

機械設定で、 EDMExpert で設定された Cut E/P と

Cut の選択が可能になりました。 

•  Cut E/P を選択した場合、'Cut E350/E650' ま

たは 'Cut P350/P600' の加工条件を読み込むこ

とができます。 

•  Cut を選択した場合、 'Cut 200/300' または 

'Cut 400' の加工条件を読み込むことができま

す。 

’出力優先順位’に手動オプションの追加 (ACVision) 

 

 

  

出力優先順位 オプションは、チェックボックスからドロッ

プダウンリストに変更し、 オフ、 自動 、 手動が選択でき

ます。  

•  自動 オプションは、前バージョンと同様の出力

設定で、シーケンスでの順位となります。 

•  手動を選択した場合、各サイクルで優先順位を

手動で設定します。  

手動優先順位 オプションは、加工サイクルの ACVision 

タブで使用できます。 
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Excetek出力変更 

 

  

Excetekポストの 出力オプション タブに、以下のオプシ

ョンを追加しました。  

• ワイヤ結線オプション 

• オプショナルストップコード 
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インターフェイスの機能改善 

クイックサーチ 

 

 

希望するコマンドを、より容易に検索して実行するた

め、クイックサーチ機能を追加しました。 コマンドが、デ

フォルトでリボンバー上にない場合に役立ちます。  

検索文字列を含むコマンド名またはツールチップを検

索します。 現在のライセンスで利用できないコマンド

や、現在のセッションに適用されないコマンド（例とし

て、ミリングセッションでの旋盤コマンド）はグレーアウト

で表示されます。 

ダイアログの構築 

現在、すべての Edgecamパラメーターを JavaScript コマンド表示ができるよう取り組んでいます。 例えば、旋盤の 

切り込み量 パラメーターは、入力としての値、別のフィールド参照、 さらには PCI変数を検索してコンピューター

データにアクセスし、マクロを実行して値を作成するコマンドとしても使用できます。  
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ダイアログのイメージ (旋盤加工サイクル) 

 

 

 

ユーザーエクスペリエンス改善のため、画像とツールチ

ップヘルプを下記の加工サイクルに追加しました。 

• 溝入れ 

• 曲線フロー投影加工 

• 円形パターン投影加工 
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シミュレータ機能拡張 

選択したコンポーネントの比較表示 

 

このリリースでは、すべてまたは任意のコンポーネント

を選択したビュー比較が可能になりました。  

比較表示ボタンに、ドロップダウンリストが追加され、 

すべて比較 及び コンポーネントの選択 オプションが

表示されます。 

「閉じる時に終了」のショートカットキーを追加 

 

閉じる時に終了 オプションを無効にすると、アプリケー

ションがバックグラウンドで実行され続ける為、シミュレ

ーターの読みこみ時間が改善されます。パフォーマン

スを最大限に高めるためには、このオプションを常に

無効にすることが推奨されます。 

しかしながら、シミュレーターを完全に閉じる必要があ

る場合もあります。このような場合、 閉じる時に終了 を

常に有効にしなくても、Ctrl キーを押したままアプリケ

ーションを終了すれば、一度だけ完全に終了すること

が出来ます。 

注釈：これは 閉じる時に終了 オプションの設定には影

響しません。 
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コードウィザードの機能拡張 

TNCテンプレート向け座標原点の計算 

 

  

このリリースでは、座標設定 タブに、サブルーチンと同

様の方法で座標原点の設定を可能にする新たなパラ

メーターを追加しました。 

• 座標系の作成  

• 開始ラベル番号 

• 初期化ラベル番号 

 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2017 R2 17 of 21 

ポストプロセッサー機能改善 

ポストプロセッサーで、以下を改善しました。 

• 先読みマクロの改善 

サブルーチンを使用している場合、先読みはより安定し、インストラクションポインターはより一貫性のあるも

のとなります。領域外のポインターは過度の問題を引き起こさないので、使用前に値をチェックするとより安

全です。 

• プローブスピード警告のバイパス 

旋盤にプローブが追加された場合、不要な警告が作成されていました。プローブ工具を読込んだ場合、ス

ピード警告が抑制されるよう、ミリングと旋盤のコードウィザードテンプレートを変更しました。主軸停止を強

制する為、スピードチェックは関係がありません。 (M5). 

• IndexG200 標準化 

Index G200 テンプレートは、他のテンプレートと並べられるため、ソースファイルは変更されますが、出力コ

ードは変更されません。これらの変更は、主にソースコードを整理し、変数を合理化して、既存の共通手順

をテンプレートに使用するためです。結果として、NCデータ形式タブのような、以前にはなかったオプショ

ンを追加することが可能になりました。 

• TNCベースの機械でヘリカル円弧の調整 

ヘリカル円弧中心は、TNC 制御で警報が発生する問題を解決するために調整されています。TNC ミリングテンプ

レートに手順が追加され、NＣヘリカル円弧を調整するオプションがＯＮに設定されている場合に呼び出されます。

円弧は、極座標角度とインクリメントを使用します。作成された円弧終点と実際の円弧終点との間のエラーが解析

され、大きすぎる場合、最良のオプションが決まるまで、中心をずらして再処理されます。これにより、テーパーねじ

切りのヘリカル円弧（特に荒取りWaveformアプローチ移動の）が修正されます。 

• MTM 工具交換ダイアログの高速モード 

これまで、MTMマシンでは、工具交換ダイアログの高速モードは使用できませんでした。このリリースで、

高速モードが追加され、ポストプロセッサー制御のパラメーターは全ての機械で使用できます。 

• 工具 ID変換 (Integrex テンプレート) 

 NCデータ形式タブのタイプ O 文字列 工具 ID変換パラメーター が使用可能です。 

• POCKET4 トークンの順序 

Siemensが使用する用語が異なるため、 POCKET4 は以前はヘリカル穴あけサイクルで間違った順序で

構成されていました。[CY_RPLANE]および[CY_ZDEPTH]トークンの順序が変更されました。 

• B 軸旋盤導入 

旋盤テンプレートが B 軸旋盤をサポートするよう変更され、新しいトークンが追加されました。新しいサイク

ルを使用するには、最新のテンプレートにアップグレードする必要があります。 

• THREADCHAMFMCODE トークンの追加 

THREADCHAMFMCODE トークンを Siemens と IndexG200 テンプレートに追加しました。 

• NEXTSPEED 

これまで、 NEXTSPEEDには 工具交換位置復帰 または 原点復帰 で先読みを停止させる制限がありまし

た。ミリング環境において、NEXTSPEEDが工具交換/原点復帰で停止しないよう変更しました。  
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コードジェネレータの機能拡張 

ポストプロセッサーのワーク情報 

ワークサイズがポストプロセッサーに渡され、そのデータを使用して、外部のシミュレーターでワークを複製すること

ができます。一部のアプリケーションもまた、他の目的のためにワーク情報を必要とします。 

ポストプロセッサーは、ワーク情報を読込む為に、新たに %LOADSTOCK ディレクティブを追加しました。 

注釈： 

• Edgecamにはない概念なので、ワークの順序付けはありません。ポストプロセッサーは、内部状態のマネー

ジャーで定義された順序でワークを読込みます。 

• ワークの配置についての情報はありません (例： メインまたはサブスピンドルなど)。 

• ワーク情報は、設定で定義されたワークに完全に依存します。ワークが間違って定義された場合、出力に

情報はありませんので、古いパーツでは使用できない可能性があり、図形を再作成する必要があるかもし

れません。 

• Edgeamの図形メニューのワーク/治具コマンドでもワークを作成でき、ソリッドモデルがない場合に特に便

利です。ワイヤフレーム要素のみを含むシーケンスを作成する場合、コンポーネントの一部となるよう意図

的にワークを選択する必要があります。 
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ツールストア機能拡張 

フィルター設定の保存オプションの追加 

 

 ツールストアから工具を選択する場合、前回設定した

フィルターを保存するフィルター設定の保存 オプショ

ンを追加しました。 

• フィルター設定の保存 をチェックすると、前セッ

ションのフィルター設定が保持されます。 

• Edgecamで ツールストア ボタンを使用すると、

工具タイプ、単位、フィルターの使用、工具設

定のフィルターなど、前回設定したフィルター

が、 その後の選択のため保持されます。 

• 工具交換ダイアログで 検索 ボタンを使用した

場合、以前に設定したフィルターを保持したま

ま、工具タイプフィルタが設定されます。 

• ツールストアをスタンドアロンアプリケーションと

して使用する場合、フィルター設定は以前のセ

ッションで保持されます。 

• フィルター設定の保存 にチェックがない場合、

設定は保持されません。 

プローブの中心に基準点を設定 

 

プローブの中心に 基準点 を設定するオプションを追

加しました。 

このオプションは、ツールストアの 装着 タブと、

Edgecamのプローブ工具交換の、工具位置 タブで使

用できます。 

• 第 2 基準 は、基準点をプローブスタイラスの中

心に設定します。 

• 基準点 を 先端 と 第 2 基準 の間で変更する

と、プローブスタイラスの半径で Z オフセット 値 

が調整されます。 
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ライブジョブレポートの機能改善 

ライブジョブレポート 

ライブジョブレポートをデスクトップアプリケーション化し、LocalDB データベースを操作する際の信頼性が改善さ

れました。 

• デスクトップアプリケーションとして、コンピューター上でログインしているユーザーが使用できるように設計

されています。 

• 以前のバージョンでは、ライブジョブレポートは Windowsサービスで、実行しているユーザーとインストール

したユーザーが異なる場合、LocalDB データベースで実行すると信頼性の問題が発生しました。 

• Windowsサービスのライブジョブレポートはまだインストールされていますが、サイトは表示されません。高

い権限を必要とするコマンドを実行する必要があります。特に、ポートの閉じる/開く、ファイアウォールルー

ルの管理、リモート検索で使用するスタティックポートの提供です。 

注釈：ユーザーインターフェースに変更はありません 
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メンテナンスデータベースレポート 

Edgecam 2017 R2 で行われたメンテナンス項目のリストは Maintenance Database Report をご参照ください。 

  

Maintenance_Report.pdf
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