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この文書は、Edgecam 2014 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 2014R2 を起動するには、 

2014 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 

Edgecam インストーラ 
新しく INNO というインストーラが、このリリースで導入され、下記の主な利点があります。 

• 内部的な開発の迅速化 
• 新しいオペレーティングシステムのサポートの容易化 
• 64 ビット ネイティブソフトウェアのサポートの向上 
• アンインストーラの信頼性向上 
• コマンドラインサポートの向上 
• インストールとアンインストールの高速化 
• 日本語、中国語、韓国語をはじめとした東洋言語のサポートの向上 
• Code Wizard を別にインストールする機能 

この新しいインストーラは、このリリースと今後のリリースで提供されます。ライブジョブレポートもこの新しい技術を

使用しますが、ツールストア サーバー、ソリッドリンク、CAD リンクなどのその他のソフトウェアのインストーラは、将来

のリリースで更新されます。 

注釈：PDI ライブラリは、インストーラに含まれなくなりました。 

ソフトウェアアップデート 1・2・3 (SU1・SU2・SU3)  
Edgecam 2014 R2 の日本語版は、内部的に 3 つのソフトウェアアップデート（SU1・SU2・SU3）が適用されています。

このうち、SU1 は内部的なバージョン変更を含んでいますので、2014 R2 SU1 で作成されたパートファイルは、2014 
R2 のソフトウェアアップデートの適用されていないバージョンや、それ以前のバージョンでは、読み込むことはでき

ません。 

このため、海外のグループ企業やお取引先との間で Edgecam 2014 R2 のファイルを共有される場合などは、相手

先の Edgecam 2014  R2 に適切なソフトウェアアップデートが適用されていることを、ご確認ください。 

SU1には、下記の幾つかの新機能が含まれています。SU1に含まれている新機能には、「SU1」と追記しています。 
Edgecam 2014 R2 SU1 と SU2、及び SU3 で実施されたメンテナンス項目のリストは、巻末の「メンテナンス データベ

ース レポート」をご参照ください。 

PDI ライブラリ 
このリリースから、C/C++向けの PDI SDK を標準インストールプログラムとしての発送を停止します。 

PDI SDK で全バージョン共通の、新規に作成された PDI や既存の PDI は、継続してサポートされます。 

C または C++にて作成した PDI の実行ファイルのメンテナンスが必要な場合、過去の Edgecam リリースに含まれて

いる PDI SDK を使用することができますが、最新のライブラリが必要な場合、その理由と共に、技術サポートにご連

絡ください。 

これは、PDI API にアクセスする.NET Plugin の開発には影響しません。PDI API は、新機能への対応と、より良い機

能拡張をサポートするため、継続して開発されます。 

現時点では、プラグインで使用する PDI API と C/C++で使用する PDI SDK は同一です。プラグインは追加のコンポ

ーネントなしで開発できますが、将来的には C/C++ SDK よりも多くの機能を提供するために、追加のコンポーネント

が発生する可能性があります。 
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オペレーティングシステムのサポート 

2014 R2 は、Windows Vista をサポートする最後のリリースとなります。2015 R1 では、Windows XP、Windows 
Server 2003、Windows Vista でインストールすることもできません。 

また、2015 R1 は、32 ビットのオペレーティングシステムをサポートする、最後のリリースとなります。 

旧ツールライブラリのサポート 

2014 R2 は、旧タイプのワイヤフレームを使用したツールライブラリをサポートする最後のバージョンとなります。（ツ

ールライブラリとは、ツールストアより前の工具データベースです。） 

旧 NC Verify のサポート 
2014 R2 は、旧 NC Verify のシミュレーションを起動するコマンドや、PDI による統合をサポートする最後のリリースと

なります。 

コロガイドのサポート 

2014 R2 は、コロガイドのデータをツールストアにインポートすることのできる最後のリリースとなります。工具データ

ベースとの連携は、Adveon を念頭に置いて開発を進めていきます。 

AutoTAS のサポート 
2014 R2 は、Edgecam で AutoTAS のインポートをサポートする最後のリリースとなります。 

2015 R1 のツールストア サーバーでの XP と Server 2003 のサポート 
2014 R2 は、ツールストア サーバーにおいて Windows XP 及び Windows Server 2003 上でサポートする最後の

Edgecam リリースとなります。（Windows7 Professional 以上を推奨します） 

ワークフローインタフェース（リボンバー） 

2015 R1 では、リボンインタフェース（ワークフロースタイル）の Edgecam が標準となり、従来のツールバースタイル

のバージョンは、2015 R2 の時点で完全に削除する予定です。 
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Edgecam ワークフローソリッド 

Edgecam ワークフローソリッド (EWS) 

 

このリリースでは、Edgecam 内でシンプルなソリッドを作

成する機能を導入しました。 

このソリッド作成ツールは、Edgecam ワークフローソリッド

(Edgecam Workflow Solid : EWS)という名称です。 

• 従来、多くの Edgecam のユーザー様は、作図モ

ードで 2D の図形を作成し、その 2D 図形に対し

て加工サイクルを適用していました。同様の操作

がワークフローのユーザーインタフェースで可能

ですが、このリリースで基本的なソリッドモデラー

を追加しました。これは、従来 2D 図形を作成され

ていたユーザー様が、ソリッドモデルを作成できる

ようにしたもので、Solid マシニストによるフィーチ

ャー検出と加工というパワフルなツールが利用で

きるようになります。  
• EWS は、Edgecam ワークフロー内に統合されたソ

リッド作成ツールで、基本的な部品形状をモデリ

ングできます。 
ユーザー様は、わずかなトレーニング、もしくはト

レーニングを必要とせず、3D ソリッドモデルを作

成できます。ユーザー様が Part Modeler などの

3D CAD の経験をお持ちであれば、EWS のモデ

ルをすばやく作成できます。 
弊社は、EWS が CAM エンジニアや NC プログラ

マにとって価値あるツールであり、直観的なユー

ザーインタフェースにより、治具作成者や NC オ

ペレータといった加工現場の方々にも、シンプル

な治具作成などで加工を助けるという点において

も、有益であると考えています。 
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加工機能の機能拡張 

穴あけ加工サイクル – 現在のワークを使用  

 

従来の穴あけ加工サイクルは、上面やイニシャル点の値を

決定する際に、ワークの状態を考慮していませんでした。  

現在のワークを使用オプションが、ミリングの穴あけ加工サ

イクルのイニシャル点の関連付け対象に追加されました。

これが選択されると、イニシャル点と上面は、現在のワーク

と治具に関連付けられ、工具が早送りで入ることがなくなり

ます。 

このオプションは、下記の条件でのみ利用可能です。 

• モデルタイプ（一般タブ）がソリッドに設定されてい

る場合（穴フィーチャーの加工） 
• ミリング環境が選択されている場合 
• 平面加工モードの場合 

イニシャル点の値は、ワークまたは治具（最終の、治具の

更新コマンドの状態）のうち、最も高い点に加算されます。

これは選択された全ての穴で単一の値です。ワークや治

具が検出されない場合、またはそれらがモデルより低い場

合は、モデルの最も高い点が使用されます。 

左図の青い線が、イニシャル点のイメージです。 

上面の値は、穴の上にあるワーク上面に加算されます。そ

れぞれの穴の上面が異なることがあり得ます。ワークが検

出されない場合、またはワークがフィーチャーの上面より低

い状況の場合、穴フィーチャーの上面が使用されます。 

左図の赤い線が、穴の上面のイメージです。 

深さは必要に応じて、上面の調整に合わせて再計算され

ます。このため、深さの値は設定に加算されることがありま

す。 
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旋盤仕上げ – 固定サイクル/旋盤荒取りの輪郭を使用 

 

固定サイクルと、旋盤荒取りの輪郭を使用が、旋盤仕上げ

の一般設定に追加されました。 

これにより、旋盤仕上げ加工サイクルは、旋盤荒取り加工

サイクルで使用した輪郭を共有できます。これは、荒取りで

定義された輪郭と同じ輪郭を仕上げの固定サイクルで使

用するのに、必要となります。 

注釈：このリリースでは、固定サイクルの輪郭を構成する各

要素に独立して設定された、主軸回転数や送り速度はサ

ポートされていません。 

Edgecam ワイヤ加工 – 牧野向けポストの追加設定 

 

出力オプションタブに、新しくプログラム番号の書式と、サ

ブプログラム呼び出しの書式の設定が追加されました。 

面取り加工 – 面取りタイプオプション表記の変更 
面取り加工の面取りタイプのオプション表記が、下記の通

り、変更になりました。 

 旧）面取り→新）形状あり 

ソリッドモデル上に面取り形状がある場合 

（モデル形状に沿った加工） 

 旧）バリ取り→新）形状なし 

ソリッドモデル上に面取り形状がない場合 

（モデル形状の一部を削り取る加工） 
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新旋盤荒取り加工サイクル – 送り速度調整率  

 

切削前の送り速度によるアプローチにおいて、切込み時

の送り速度を下げることができるようになりました。アンダー

カット部分を加工する場合が、典型的な利用方法です。 

2 軸/4 軸 ワイヤ加工サイクル – デフォルトの補正距離 

 

2 軸と 4 軸のワイヤ加工サイクルで、加工条件が選択され

ていない場合は、デフォルトの補正距離は、0 に変更され

ました。 

必要に応じて、加工条件タブで補正距離の値を変更してく

ださい。 

指定される最小の補正が、0 でない場合は、ワイヤの半径

より大きくする必要があります。 

2 軸/4 軸 ワイヤ加工サイクル – 機械特有の加工条件パラメータの追加 

 

 

ACfanuc と ACvision の機械特有の加工条件パラメータが、

ワイヤ加工サイクルダイアログに新しいタブとして追加され

ました。 

これらのダイアログに入力された値は、NC データに出力さ

れる加工条件に影響します。（Edgecam 内のワイヤパスに

は影響を及ぼしません。） 

これらのパラメータの値の意味するところは、ACfanuc や

ACvision のプログラミングマニュアルを参照してください。 
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旋盤 - 作業平面への原点シフト軸 (SU1) 
座標系設定コマンドに、新しいオプションが追加されました。 

作業平面  – 旋盤の固定工具が選択されている状態のみで利用可能です。これは、作業平面を選択して、絶対座

標系のワーク座標系シフトを作成できるようにします。リスト上の作業平面が、現在使用されている作業平面の場合、

相対座標系によるシフトを指定するため、Z シフトが使用されます。 

ワークの更新とタレットの同期 (SU1) 

 

 

使用している機械が旋盤で複数タレットの場合、ワークの

更新コマンドは、新しい2つのオプションを選択できるよう

になりました。 
 
 シングルタレットのみ – 現在のタレットのみにワーク

の更新を挿入し、同期コマンドの動作とはなりませ

ん。これは、そのタレットのみが現在のスピンドルで

加工している場合のみ、使用してください。また、こ

れは同期の生成オプションがオフの場合のみ利用

できます。シングルタレット用のワークの更新が作成

されると、編集してもその他の機能を持ったワークの

更新に戻すことはできません。 
 同期の生成  –  このチェックを外すと、ワークの更新

は、同期コマンドの動作とはなりません。同期の指令

はシミュレータやNCデータには受け渡されなくなりま

す。 
 

重要なお知らせ： シングルタレットのみと同期の生成をしない設定は、他のタレットと共に加工している場合や、同

じスピンドルで加工している場合などで、同期の状態を正しく保てない原因と成り得ますので、注意深く使用してく

ださい。別のタレットの待機が必要な場合や、別のタレットと一緒に加工している場合は、完全なワークの更新（同

期の生成を使用する）状態で使用してください。 

同時 5 軸加工サイクルでの早送り移動の再現 (SU1) 
ポストプロセッサで、早送り分割が有効になっている場合、同時5軸加工サイクルからの早送り移動は、高速送り移

動に変換され、早送り移動による干渉の可能性を排除します。このため、送り移動の最高速度の値を正しく設定す

ることが重要です。（この設定は、Code Wizardの機械設定タブで、早送り分割無効オプションがオフになっている

設定です。） 
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Edgecam 自動化ツール 

Edgecam 自動化ツール 
4 つの異なるカスタマイズ用ソリューションで、開発することができるようになりました。 

Edgecam PCI スクリプト 
スクリプトは JavaScript によって記述され、これにて作成された PCI のツールキットにより、Edgecam を制御できます。

下記を除いては、特別なライセンスは必要ありません。 

• ウェブフォームの利用には、Advanced Customisation ライセンスが必要です。 
• JSON の技術がサポートされ、Advanced Customisation ライセンスが必要です。 

スクリプトはシンプルなテキストファイルで、コンパイルや保護はできません。 

Edgecam プラグイン 
プラグインは、VB.NET、C#や C++といった.NET ベースの開発言語を使用して開発でき、PCI や PDI のツールキット

を利用できます。プラグインは Edgecam のアドインとして実行され、必要に応じて任意のユーザーインタフェースを

作成し、簡単なものから複雑なものまで対応可能です。 

プラグインはコンパイルされ、保護されます。 

注釈：プラグインには、Advanced Customisation ライセンスが必要です。 

Edgecam Quiet モード  （2014 R2 の新機能） 
Edgecam は通常、ユーザー操作を必要とするデスクトップアプリケーションとして起動しますが、ユーザー操作なし

に起動することができるようになりました。（アプリケーション自体は表示されます。）Quiet モードは、一般的にクワイ

エット モードやハンズフリーモードなどと呼ばれることもあります。これには Advanced Customisation ライセンスが必

要です。 

スクリプトやプラグインを Edgecam Quiet モードで利用することができます。Edgecam をコマンドラインまたはバッチ

ファイルなどで、「/q」スイッチと合わせて実行するスクリプトで起動します。（例： “edgecam.exe /q startup.js”） 
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Edgecam ActiveX サーバー（2014 R2 の新機能） 
Edgecam は、埋め込まれた ActiveX サーバーとして、PCI ツールキットやプラグインを使用して、起動できます。

（PCI からの呼び出し）これには、新しい ActiveX Server ライセンスが必要になります。 

典型的な利用方法の例として、Excel などのホストアプリケーションで、VBA マクロ言語を使用して ActiveX オブジェ

クトを作成し、PCI ツールキットを使用することによって Edgecam を自動化できます。数多くのアプリケーションで、

Edgecam ActiveX オブジェクトを作成して使用できます。 

• Internet Explorer は、HTML アプリケーション(.hta)内で JavaScript を使用して、Edgecam にコマンドを送信

できます。 
• ASP.NET ウェブサーバーを含めた全ての.NET アプリケーションで、ActiveX オブジェクトを直接作成し、リモ

ートで Edgecam を制御できます。 

ActiveX サーバーとして起動中は、Edgecam のユーザーインタフェースは完全になくなります。 

Edgecam Quiet モードと Edgecam ActiveX サーバーとの違いは、下記の通りです。 

• Edgecam Quiet モードは、スクリプトによって起動され、またスクリプトを実行し、閉じられます。ユーザー操

作はありません。 
• Edgecam の ActiveX は、 親のアプリケーションの命令によって制御と操作が行われ、複数のインスタンスを

安全に起動できます。 
• Quiet モードでは、Edgecam のユーザーインタフェースは表示され、ActiveX モードでは表示されません。 
• ActiveX モードでは、複数のインスタンスの Edgecam を、競合なしに起動できます。Quiet モードでの複数イ

ンスタンスの実行は、同一の一時ファイルフォルダーを使用するため、別のインスタンスへの競合の可能性

があります。 

注釈： 

1. Quiet モードと Edgecam ActiveX サーバーは、1 台の PC 上の Edgecam の複数起動においては、ネットワー

クサーバーからの複数のライセンスを使用するため、ネットワークインストールの一部としてのみライセンス

使用が許可されます。 
2. Advanced Customisation ライセンスと ActiveX Server ライセンスを使用するには、ユーザー様は常に有効な

メンテナンス契約が必要です。 

新しい PCI および PDI コマンド 
下記の新しいコマンドが導入されました。 

PCI コマンド 
• CommitOperationEx – 通常は、各オペレーションの子となる全ての工具パスは、削除されて再演算されま

す。しかし、あるオペレーションは常に同じ子となる工具パスである場合で、それらが上位の工具パスであ

った時、これらの子となる工具パスの再構築の必要がないため、速度が向上します。 
• InitCommandMasked – このコマンドは、PCI がマスクを使用したコマンドを正しく実行できるようにします。 
• シーケンスの自動再構成 は、コマンド 50, 201 のパラメータ 190 の <Yes>または <No>を呼び出すことによっ

て制御できます。 
• EndCommand – 通常インタフェースは、コマンドが終了した時に、自動的にアンドゥのシステムに情報を与

えますが、これに該当しない場合があります。このコマンドは、コマンドが終了した時、アンドゥのシステムに

情報を与える助けとなります。 

PDI コマンド 
• End_PAMS_Command – これは PCI の EndCommand の PDI バージョンです。上記 EndCommand を参照し

てください。 
• MC_Get_Next_Toolpath および MC_Get_Prev_Toolpath – これらのコマンドは、データベース内の工具パス

の要素をより簡単に調べることができるようにします。 
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フィーチャーの機能拡張 

包絡線からの手動旋盤フィーチャー検出 

 

 

  

包絡線から手動で旋盤フィーチャーを作成することがで

きるようになりました。これにより、ストラテジーやカスタマ

イズした加工サイクルを、特定の旋盤輪郭の定義に対し

て適用できます。 

新しく輪郭オプションと、包絡線による手動作成のオプシ

ョンが、旋盤輪郭（フィーチャー）のダイアログに追加され

ました。 

 

フィーチャーを異なる作業平面に変更 

 

フィーチャー検出時、デフォルトではフィーチャーは、シ

ステムの作業平面上で検出されます。しかし、実際は、

その作業平面を加工に使用するとは限りません。 

手動による加工では、フィーチャーを加工する前に、必

要な作業平面にインデックス移動できますので、問題と

はなりません。 

しかし、ストラテジーによる自動加工では、システムはフィ

ーチャーの作業平面にインデックスします。 

このリリースでは、新たに、作業平面の変更オプション

が、フィーチャーウィンドウのフィーチャーを右クリックした

時に、ショートカットメニューに表示されるようになりまし

た。これは、フィーチャーを同じ Z 軸方向を持った異なる

作業平面に簡単に移動できるようにします。 

注釈：ミリングフィーチャーと穴フィーチャーのみで利用

可能です。 
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作業平面をソリッドに関連付けしてフィーチャーと共に移動可能に 

 
 

新たに、関連付けられた作業平面オプションが、作業平面

の編集コマンドの一般タブに追加され、これにチェックする

と、作業平面をソリッドに関連付けし、フィーチャーと共に

移動や複写が可能になります。  

注釈： 

1. システムの作業平面（上面、正面、右側面、左側面

など）は、編集はできず、関連付けもできません。移

動などが考えられる場合は、ユーザー定義の作業

平面上でフィーチャー検出をされることをお勧めし

ます。 
2. 2014 R2 では、作業平面はソリッドの再読み込み時

には関連付けされませんので、拡大や縮小された

ソリッドを再読み込みする場合は、移動しないでく

ださい。このような場合は、再読み込み後に、作業

平面の原点を編集し、新しい位置を定義しなおし

てください。 

ビューからの作業平面作成 

特に 5 軸などで、工具をある平面に向けてアンダーカットがないように加工するため、作業平面を作成する必要が

発生することがあります。時には、選択する図形がフリーフォームフェイス（または自由曲面）のため、適切な平面な

どを選択できないことがあります。このような場合、手動で適切な位置にグラフィックを回転させて、そのビュー方向

で図形を選択することなく、作業平面を作成することができるようになりました。 

フィーチャー検出されたソリッドを回転 
以前のリリースでは、フィーチャー検出されたソリッドを回転しようとすると、「関連付けされているフィーチャーは作

業平面外に移動できません」というエラーメッセージが表示されていましたが、このリリースでは、フィーチャー検出

されたソリッドを回転できるようになり、フィーチャーも異なる平面に回転できるようになりました。 

ソリッドの回転は、フィーチャーを新しい平面に移動することになります。このため、新しく作成された作業平面の末

尾に番号が付加され、元の作業平面はそのままとなります。 

Edgecam 内でのねじのレンダリング 

 

おねじ、 および めねじのレンダリングが、Edgecam 内に導

入されました。 

これにより、ソリッドモデル上で検出されたねじを視覚的に

表示し、すばやく正確に認識することができるようになりま

す。 

注釈： この機能は、AMD のグラフィックカードでは現在利

用できません。 
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Granite モデル – 単一のソリッドのサポート (SU1) 
従来は、同一の Granit モデル（Creo Parametrics）が、ひとつの Edgecam のパートファイルに複数回読み込まれた

場合、それぞれのコピーを保持していました。 

このリリースでは、最初に読み込まれたモデルのみを保持し、その他については参照を作成するだけとなりました。

これにより、PPF ファイルのサイズを大幅に小さくします。 
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ワークフローの機能拡張 

テーマ 

ワークフローで使用する、複数のストラテジーのセットを簡単に切り替えることができるようになりました。異なるストラ

テジーのセットは、特定の加工要求を満たすために必要になる場合があります。 

テーマは、Documents\Planit\2014.20\Edgecam\Themes フォルダーにあります。 

このリリースでは、デフォルトのテーマ(Default)が、新しいストラテジーのセットとしてインストールされます。 

異なるテーマに切り替えるには、Edgecam ランチャーのワークフロー設定ボタンをクリックして、リストからテーマを

選択してください。 

新しいデフォルトのストラテジー 

 

 

  

このリリースでは、新しいサンプルのストラテジーのセット

を開発し、2014 R1 で使用された従来のストラテジーを置

き換えました。 

新しいストラテジーは、メンテナンスや理解をより容易に

できるように構造化されました。 

新しいオプションは、加工の初期設定の制御をより良い

ものとし、デフォルトの設定に満足できない場合に変更

できます。 

オプションのダイアログは、加工タブのプランボタンの下

から開くことができます。このダイアログは、

StrategyOptions.xml を編集することによって、カ

スタマイズできます。 

ストラテジーの向上 (SU1) 
Edgecam 2014 R2 の SU1 で、サンプルのストラテジーにおいて、下記の向上が実施されました。 
 
 穴あけ加工サイクルは、現在の工具が有効であることを検査し、重複した工具交換をしないようになりました。 
 ポケットが小さすぎる場合など、波状パターン荒取りが適用できない時は、同心円状の荒取り加工を適用する

ようになりました。 
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フィーチャーの加工 

 

 

 

フィーチャーの加工ボタンは、テーマを選択できるように

なりました。テーマのフォルダーを選択して、適用したい

ストラテジーをリストから選択してください。 

ツールキット の確認 – 不正な工具番号 

 
  

従来は、998 より大きな工具番号は正しくないとみなして

いましたが、998 より大きい工具番号を使用される場合も

あるため、工具番号が空欄、または 0 の場合のみ、正し

くないとみなすようになりました。 

ツールキット の確認 – 関連付けのされていない工具 

 

  

加工シーケンス内で関連付けされていない工具が使用

されている場合、このような工具に対する変更は、加工シ

ーケンスに反映されないという警告メッセージが表示され

ます。このような場合は、加工工程の工具を編集して、工

具を関連付けることができます。 
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ワークの変更時に段取り位置を再設定 (SU1) 
ワークフローで、ワークのパラメータが変更されると、段取り位置は再設定されます。特に従来のバージョンの

Edgecam のパートを編集する時など、このような動作を希望しない場合は、PCI 変数 !checkUpdateStockMating に
設定することで、この機能を無効にできます。(!checkUpdateStockMating=0) 

ワークフロー リボンバーのカスタマイズ 

 

  

ワークフローのリボンスタイルのツールバーで、下記の 3
か所をカスタマイズできます。 

• クイック アクセス ツールバー 
クイック アクセス ツールバーの部分（ウィンドウ最

上部左側）で、コマンドの追加や削除ができま

す。 
• リボンのカスタマイズ 

リボンのカスタマイズでは、リボンバーにタブやパ

ネル、コマンドボタンの追加ができます。 
• ツール 

ツールの部分で、PCI、 PDI、EXE、 BAT、 CMD と

いったカスタマイズコマンド等を登録し、リボンバ

ーに追加できます。 

ワークフローのリボンバーの各ボタンは、ボタンを右クリッ

クして、デザインの編集を選択することにより、表示を変

更できます。  

インテリスナップのショートカットキー（S キー） 
インテリスナップを使用している場合、マウスポインタを重ねた時に下にある図形をハイライトするため、データベー

ス内を繰り返し検索します。モデルの回転や移動をする場合、システムは現在の繰り返しが終わるまで待つ必要が

あり、一時停止したように見えることが起こり得ます。 

このリリースでは、インテリスナップのショートカットキー（S キー）を導入し、連続的にインテリスナップがアクティブに

なるのではなく、必要な時だけ S キーを押し続けることができるようになりました。 

インテリスナップのショートカットキー（F キー） 
複雑なモデルの円筒や円錐の中心を選択しようとする時、インテリスナップの中心は、フェイスから移動した場合や

複数のフェイスが交差している場合など、中心を選択することが難しいことがあります。このような問題に対応する

ため、F キーによるショートカットを導入しました。このキーが押されると、画面上のスナップする点が固定され、マウ

スを動かしてもスナップする点が消えないようになります。 

中心部分 

フェイスの選択時、インテリスナップの点は、フェイスの中心部の点を含むようになりました。 
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ユーザーインタフェースの機能拡張 

ビューからの作業平面と操作の向上 

 

 

このリリースで、ソリッドモデル上に作業平面を動的に作

成する方法を導入しました。ビューマーカーをドラッグし

てソリッドのフェイス上にドロップすることにより、作業平面

をより簡単に素早く作成できます。軸方向はマーカーの

輪をドラッグすることにより変更でき、マーカーの中心の

球をクリックすることにより、原点を移動できます。 

この方法で作成した作業平面は、デフォルトでソリッドに

関連付けされていますが、従来の方法で編集や削除も

可能です。 

注釈：ビューマーカーからの、ドラッグによる作業平面の

作成は、ワークフローのユーザーインタフェースのみで

利用可能で、従来のインタフェースでは利用できませ

ん。 

 



www.edgecam.com 

  
What's New in Edgecam 2014 R2 21 of 40 

加工シーケンスの自動再構成 

 

 

 

このリリースでは、加工シーケンスのブラウザに自動再構

成のモードを制御するボタンを導入しました。 

従来は、自動再構成は、加工シーケンス上の右クリック

によるメニューから自動再構成を選択することによっての

み、切替えることができました。 

ある工程が編集されると、ほぼ常に、この工程は再構成

されます。自動再構成モードが有効になっていると、加

工シーケンスの編集した工程以降も自動的に更新されま

す。これは例えば、切残し荒取り加工サイクルが荒取り加

工サイクルに依存しているように、幾つかの工程は、他の

工程に依存しているためです。 

複数の工程を編集する場合、全ての編集が完了するま

で、この機能を無効にしておくことで、時間を削減できま

す。 
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画像とツールチップヒント 

 

 

穴あけ加工サイクルと、ヘリカルねじ切り加工サイクル

は、一連の画像とツールチップヘルプを含むように更新

されました。 

Edgecam のバージョン番号 
Edgecam のバージョン番号が、Edgecam のタイトルバーに表示されるようになりました。これは PC に複数のバージ

ョンをインストールしている場合、どのバージョンを使用しているかを分かり易くします。 

拡張ボタンのツールチップ (SU1)  

 

拡張ボタンの横のラベルにマウスを重ねると、その拡張

ダイアログに設定されている値がツールチップに表示さ

れるようになりました。 

（グレイアウトされたパラメータは表示されません。） 

エディタの向上 (SU1) 
Heidenhain 制御機向けの書式での、シーケンス番号の割り当てを向上しました。 
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グリッド表示と 2D スナップ 

 

 

 

このリリースでは操作性を向上するため、グリッドと 2D ス

ナップの表示に幾つかの変更を加えました。 

• グリッドは、ビュープロパティのボタンから制御で

きるようになりました。 
• ワークフロー内のグリッドは動的な表示となり、表

示の拡大や縮小時に、常にグラフィックウィンドウ

全体に表示されるようになりました。グリッドの間

隔は、表示の拡大・縮小に合わせて設定どおりに

維持されます。 
• 2D スナップが有効になっている場合、ビューマー

カーの表示が変わるようになりました。Z 軸の表示

が消え、半透明の平面が表示されます。 
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ストラテジーマネージャの機能拡張 

より直観的な列のヘッダー表示 

 

データノードで、左側の条件式と表示されていた列は、結

果に変更され、右側の条件と表示されていた列が、条件

式と改められました。 
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Part Modeler の機能拡張 

2D-3D モデリング 

 
  

2D-3D モデリングが、Part Modeler に新しく導入され、DXF
や DWG などの 2D 図形から、3D ソリッドモデルを簡単に

作成できるようになりました。 

主な利点と機能は下記の通りです。 

• はじめからモデリングをするよりも、ずっと速くソリッ

ドモデルを作成できます。 
• 2D から 3D を作成する時のミスを削減します。 
• 3D のソリッドモデルにすることにより、視覚的な向

上があります。 
• Edgecam 内で、数多くのソリッドベースの加工の利

点を活かすことができます。 

注釈： 2D-3D を使用しないで、DXF や DWG をインポート

するには、システムオプション→トランスレーションタブの

2D-3D を使用しない従来のインポートを使用を選択してく

ださい。  
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新しいヒーリングオプション 

 

  

システムオプション→トランスレーションタブに、新しくヒーリ

ングオプションを導入し、STEP と IGES ファイルで、ヒーリン

グ、または簡素化とヒーリング（デフォルト）を選択できま

す。 

新しい半径寸法プロパティ 

 

  

半径寸法のプロパティの一般タブに、新しく引出線を内側

にするオプションを導入しました。 

半径寸法を作成した時、このオプションにより引出し線が

内側に作成され、短い寸法引出線を使用オプションと併

用することで、円弧中心まで引出し線を制御できます。 

これは例えば、大きな半径値で引出し線を円弧中心まで

延長したくない場合などに有益です。 
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CAD サポートの機能拡張 

CAD システム 
Edgecam 2014 R2 は、下記の CAD システムからのデータを読み込むことができます。（適切なライセンスが必要に

なります。） 

• Part Modeler - 2014 R2 まで （CAD リンクのサポート） 
• Autodesk Inventor – 2013、2014 及び 2015  （32 ビットと 64 ビットの CAD リンクのサポート） 
• SOLIDWORKS - 2013 と 2014  （32 ビットと 64 ビットの CAD リンクのサポート） 
• Solid Edge ST5 と ST6 （32 ビットと 64 ビットの CAD リンクをサポート。Edgecam と CAD リンクは、シンクロナス

と、従来型の部品ファイル及びアセンブリをサポートします。） 
• CreoTM Parametric 2.0 （従来の名称は Creo Elements/Pro、Pro/ENGINEER、Wildfire） 
• CATIA V5 R22 まで （ソリッドのみ） 
• UGS NX - NX9 まで  （CAD リンクのサポート） (SU1)  
• SpaceClaim 2012、2012+および 2014 （2012+で 32 ビットと 64 ビットの CAD リンクのサポート） 
• KOMPAS-3D （KOMPAS-3D のソフトウェアをインストールする必要があります。） 
• VISI CAD version 20 

サポートされている最近の CAD システムのリリース： 

• Autodesk Inventor 2015 
• Unigraphics NX 9 
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Code Wizard の機能拡張 

ローワータレットのみの機械 

 

ローワータレットのみの機械構成は、Code Wizard で直

接作成することはできません。 

このような機械では、アッパータレットのみの機械を作成

し、機械グラフィックを回転することで実現できます。 
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カスタマイズ ブレイクアウト コードコンストラクタ 

 

 

新しくカスタマイズ ブレイクアウトという多目的のコードコ

ンストラクタが追加されました。 

これにより、NC 出力処理中に実行しているマクロを特定

することができます。 

CGE などで割り込みを作成することなく、ポスト作成者が

情報を取得できます。（新しい変数#MACRO と
#EXECMACRO を利用できます。） 

 

例：輪郭加工サイクルを処理する場合、マクロ番号 5 を

通過し、#MACRO と#EXECMACRO の両方に 5 が設定さ

れます。その後、#EXECMACRO はこの値を保ったまま、

移動動作によって#MACRO は早送りであればマクロ番号

1、切削送りであれば 2 というように変化します。 
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角度の方向を出力 

 

幾つかの工作機械では、回転方向の出力が必須となり

ます。符号や特別なコードで方向を指定し、回転軸の方

向が、時計回りか反時計回りかを明示します。 

新しく角度の方向を出力オプションが機械パラメータに

追加され、全ての回転動作において方向を設定できるよ

うになりました。 （ROT1DIR と ROT2DIR） 

ミリングのみで利用可能です。 

デフォルトの安全開始点 

 

新しくデフォルトの安全開始点と、常に安全開始点を設

定するオプションが、機械パラメータのタレットタブに追

加されました。 

各加工サイクルはバックグラウンド処理と共に、この点か

ら開始して、この点で終了するように設定できます。 
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ポストプロセッサの機能拡張 

端面方向の回転穴あけ加工用ポインタ 

新しく PRADIUS()と PANGLE()ポインタが、穴あけのアレイ用にポストプロセッサに追加されました。（従来の、別環境

における穴あけの XYZ アレイに関する情報も参照してください。） 

先読みマクロ 

ポストプロセッサの上級の開発者用に、加工シーケンスに存在する情報の読み込みを可能にするためのコマンドと

変数が追加されました。 

これらの機能は、下記の 3 つのレベルにおいて、情報を読み取ることができるようにします。 

• どのような工程が、どの順序で作成されているか、加工シーケンスのブラウザに似た情報を取得 
• 工程や加工サイクルの詳細（移動など） 

 
新しいコマンド  
%LOADINS – 工程の読み込み（トップレベルまたは実行中のマクロ） 
%LOADINS2 – 実行中のマクロから第 2 レベルの工程の読み込み（移動など） 
%RESETINS – 読み込み前に全てのシステム変数の状態を復元 
 
新しい変数 
MACTYPE – 現在読み込まれているマクロの番号 
MACTYPE2 – 現在読み込まれている、第 2 レベルのマクロの番号 
INSNUM – 現在の工程 
INSCOUNT – 加工シーケンスの工程の数（加工シーケンスブラウザと同一とは限りません。） 
INSCOUNT2 – 実行中のマクロ内の第 2 レベルのマクロの数（NOCYCLE） 

回転方向の新しいシステム変数 

2 つの新しいシステム変数（ROT1DIR と ROT2DIR）が、回転移動の方向を明示するために、下記のコードコンストラ

クタに追加されました。 

• ミリング マクロ (MACRO 1 - MOVE RAPID 早送り) 
• ミリング マクロ (MACRO 2 - MOVE FEED 切削送り) 
• ミリング マクロ (MACRO 43 - INDEX PALLET インデックス) 
• ミリング マクロ (MACRO 45 - MOVE ANGULAR 回転送り) 
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シミュレータの機能拡張 

STL ホルダの簡素化 

 

新しく STL ホルダの簡素化オプションが、表示タブに追

加されました。 

従来のリリースで、STL のヒーリングと簡素化を導入し、図

形の自己交差の解決や無駄なデータの削減を行ってい

ましたが、この処理に時間を要するために速度の低下に

つながる可能性があります。 

可動ミリング工具ホルダを回転と、STL ホルダの簡素化

オプションのチェックを外すことにより、この簡素化の処

理を行わないようになります。 

シミュレータ – 旋盤のインデックスタレットの向上 

 

インデックスタレットのタイプの機械をシミュレーションす

る場合、シミュレータは最後に終了した状態から開始す

るようになりました。 

従来は常に最初から開始していました。これはまた、ワ

ークの更新の速度向上にもつながります。 
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ツールストアの機能拡張 

ミリングと穴あけの成形工具タイプ 

 

 

 

  

従来は、成形工具などの特殊な工具は、標準のドリルや

エンドミルとして登録し、通常は名前によって識別してい

ました。これでは、ストラテジーによって工具を自動選択

する時、標準でない工具であっても、検索条件のパラメ

ータと同一であった場合に選択されてしまう可能性があり

ます。  

このようなことから、標準でない工具用に、一般タブに新

しく成形エンドミルと、成形ドリルのタイプを追加しまし

た。これらのタイプのパラメータは、標準のエンドミルやド

リルと同一です。 

新しい工具タイプは、ツールストアと Edgecam の工具交

換ダイアログにあります。 
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サンドビックの Adveon（アドヴェオン）ツールライブラリ （プレリリース） 

 
  

サンドビックの Adveon（アドヴェオン）ツールライブラリ 
が、Edgecam のインストール DVD に含まれるようになりま

した。 

• Adveon ツールライブラリは、ライセンスの必要な

製品ですが、現在、有効なメンテナンス契約をお

持ちのユーザー様には、2015 年中の更新時ま

で、ご要望により無料にてご利用いただけます。

2015 年中のメンテナンス契約の更新時以降は、

ライセンスは、年間サブスクリプション料金が必要

となります。詳細につきましては、Edgecam 代理

店までお問い合わせください。 
• ISO13399 に準拠したカタログデータから、工具ア

センブリを構築することができます。 
• カタログデータにない工具やアセンブリも、手動

で登録することも可能です。 
• 工具アセンブリは、ソリッドの工具グラフィックと共

に Edgecam のツールストアに登録できます。STEP
ファイルが Edgecam に受け渡され、同時に MEG
形式に変換されます。これらのデータはシミュレ

ーションで使用できます。 
• 最初のリリースの Adveon では、回転工具（ミリン

グと穴あけ工具）のみがサポートされています。旋

盤工具のサポートはありません。また、回転や送り

などの切削条件はありません。  

詳細情報は、Edgecam のインストールマニュアルをご覧

ください。 

マザックの制御機からの工具の読み込み 

マザックの機械から出力された工具データを、Edgecam ツールストアに読み込むことができます。これを行うには、

ツールストア アドミニストレータのツールストア データベースの管理で、マザック工具データのインポートを使用し

てください。 

インポートの機能は、マザックから出力された ToolData.DAD と ToolFile.DAD ファイルから、ツールストアの工具を

作成します。 
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ライブジョブレポートの機能拡張 

ライブジョブレポート 

このリリースで、ライブジョブレポートが、ローカルアプリケーションではなく、Windows のサービスとして起動される

ようになり、下記の利点があります。 

• ジョブレポートのウェブサイトをネットワーク上で公開した時、クライアントの PC は特別な設定をすることなく、

ネットワーク上で見つけることができます。 
• キャッシュの消去の機能 
• レポートの検索に、ワイルドカードを使用できます。 
• 表中のデータの書式が向上します。 
• 静的なポートではなく、動的なポートを使用します。 

また、下記の分野が向上されました。 

• 工具レポートは、同じ工具を使用するジョブの数を表示します。 
• ネットワークのウェブサイトを検索できます。 
• 工具リストの順番は、ジョブマネージャの通りとなります。 
• NC ファイル名は、より一貫したものとなります。 
• 複数タレットをサポートします。 
• カスタマイズの向上 

ライブジョブレポートは、新しい INNO インストーラを使用します。 
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エディタの機能拡張 

現在の NC エディタで開くオプション 

 

Edgecam で NC データ出力の際、エディタで開く時に、

毎回、新しくエディタのウィンドウを開いていました。 

常に現在のエディタで開くというチェックボックスを設定

することにより、新しくエディタを開く代わりに、常に起動

しているエディタ内で開くようになります。 
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ライセンスの更新 

ネットワークライセンス – ユーザー指定のライセンス 
CLS ライセンスマネージャのツールメニューにある、新オプションのユーザー指定のライセンス設定により、ユーザ

ーを指定したライセンス設定であるかを定義できます。つまり、各ユーザーが同じ PC にログオンしてネットワークラ

イセンスの設定を使用するか、PC にログオンした全てのユーザーが同一のライセンス設定を使用するかを指定で

きます。これは特に、学校などの教育機関に有益で、どの PC でもログオンした学生が、ライセンスの設定なしにす

ぐに Edgecam を起動できます。 

以前のリリースでネットワークライセンスを使用していたユーザー様は、デフォルトとしてこのオプションにチェックし

た場合と同様に、ユーザー指定の動作となります。 

動作の詳細 

ユーザー指定のライセンス設定オプションのチェックが外されると、ネットワークライセンスの設定で指定されたライ

センス構成は、ライセンス情報が保持されているフォルダーに XML ファイルを書き出します。その他のユーザーが

この PC にログオンすると、ユーザー指定のライセンス設定オプションがチェックされていない場合、自動的にリスト

の設定を適用します。例えば、ライセンス設定が Edgecam Standard Milling に設定されている場合、この PC にログ

オンする全てのユーザーは、ネットワークライセンスの設定を使用することなく、同じライセンス設定を使用できます。

異なるライセンスを選択したい場合、ユーザー指定のライセンス設定オプションにチェックして、ネットワークライセ

ンスの設定を使用し、別のライセンス構成を設定することにより、この設定を利用できます。 

 

新しい製品ライセンス 

ライセンス名：  Adveon Module 

製品コード：  ENTLS-M 

詳細：  このライセンスは、Edgecam が利用可能な PC で、

Adveon ツールライブラリへのアクセスを提供します。

Adveon ツールライブラリは、ライセンスの必要な製品

ですが、現在、有効なメンテナンス契約をお持ちのユ

ーザー様には、2015 年中の更新時まで、ご要望によ

り無料にてご利用いただけます。2015 年中のメンテナ

ンス契約の更新時以降は、ライセンスは年間サブスク

リプション料金が必要となります。 

  

ライセンス名：  Adveon System 

製品コード：  ENTLS-S 

詳細：  これは、Edgecam がインストールされていない PC で、

Adveon ツールライブラリを利用するための有償のシス

テムライセンスです。 
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Edgecam ワークフローソリッド(EWS)のライセンス 
EWS は、Edgecam ワークフロー内に統合されたソリッド作成ツールで、基本的な部品形状をモデリングできます。

EWS では、現在、メンテナンス契約をお持ちの場合は、新しく EWS ソリッドモデルを作成したり、既存の EWS ソリッ

ドモデルを編集したりできます。メンテナンス契約の更新がされない場合、EWS へのアクセスはできなくなりますが、

以前に作成した EWS ソリッドモデルを含む Edgecam のパートファイルは継続して読み込むことができます。 

既存の Edgecam ライセンスの変更 
ライセンス名：  Edgecam Essential Milling 

製品コード：  ENEE0-0 

変更：  このライセンスは、下記の機能が搭載されました。 

• 平坦部仕上げ加工サイクル 
• 面取り加工サイクル 
• 荒取り加工サイクルでソリッドモデルの選択 
• 工具ホルダへの干渉チェック 
• 荒取りと切残し荒取りの中荒取りパスオプション 
• 平坦部を検出（輪郭加工の高さの異なる島） 

  

ライセンス名：  Edgecam Essential Production 

製品コード：  ENEEE-0 

変更：  このライセンスは、下記の機能が搭載されました。 

• 平坦部仕上げ加工サイクル 
• 面取り加工サイクル 
• 荒取り加工サイクルでソリッドモデルの選択 
• 工具ホルダへの干渉チェック 
• 荒取りと切残し荒取りの中荒取りパスオプション 
• 平坦部を検出（輪郭加工の高さの異なる島） 

  

ライセンス名：  Edgecam Standard Milling 

製品コード：  EN330-0 

変更：  このライセンスは、バックボーリングのオプションが搭載

されました。 
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ライセンス名：  Edgecam Standard Production 

製品コード：  EN0PP-0 

変更：  このライセンスは、バックボーリングのオプションが搭載

されました。 

  

ライセンス名：  Solid Machinist for Education 

製品コード：  ENEDU-S 

変更：  このライセンスは、CATIA V5 ファイル読み込みの機能を含むようになりました。 

  

全ての Edgecam のシステムライセンス（Essential から Ultimate の Milling/Turning/Production）は、下記の機能を

含むようになりました。 

• EWS【Edgecam Workflow Solid】（有効なメンテナンス契約がある場合） 
• ソリッドモデルのフィーチャー検出（従来は、Solid Machinist の機能として提供されていました。） 
• ストラテジーマネージャ（Solid Machinist に統合されました。） 
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メンテナンス データベース レポート 

 Edgecam 2014 R2 で実施さ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。 

 Edgecam 2014 R2 SU1 で実施さ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。 

 Edgecam 2014 R2 SU2 で実施さ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。 

 Edgecam 2014 R2 SU3 で実施さ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。 
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