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米国 CNC 社 Mastercam オーソライズド ・ リセーラー認定を所有する株式会社ジェービーエム

は、 日本国内における正規取扱店として、 下記 CNC 社取り決め事項を準拠、 遵守いたします。

法的免責事項 当使用許諾は日本語で表示されています。 当許諾の内容及び正確さを確認して頂けるよう、 利

便性のためだけに翻訳されています。 あらゆる場合において、 英語版の原本が法律文書として

有効となります。 当許諾の英語版がここに表示されていない場合は、 Mastercam ウェブサイ ト

内の法律関係のページにて、 あるいは CNC Software まで直接お問い合わせ頂く事で入手頂け

ます。

重要事項 このソフ トウェアをご使用になる前に、 下記をお読みになり、 ソフ トウェア使用許諾を完了し

て下さい。 このソフ トウェア プログラムを操作頂く前に、 当ライセンスの条項に同意頂く必要

があります。

ご留意下さい : 当ソフ トウェア ライセンスに記載されている内容に加えて、 あなたの会社がこのソフ トウェア

の使用に関する制限事項や規定を設けている可能性があります。 そういった追加的な制限事項

や規定の有無に関して疑問や不安がある場合には、 このソフ トウェアを使用する前に御社の相

談役、 または IT 部門にご相談下さい。

あなた （個人、 あるいは一団体） がこのソフ トウェアの使用を続けた場合、 あなたがソフ ト

ウェア使用許諾の下記文言と条件に同意し、 受け入れたとみなされます。 これらの文言と条件

に同意しない場合は、 あなたはこのソフ トウェアの一切を使用しないという事を意味し、 また、

このソフ トウェアの使用が禁じられる事となります。 下に明記されている文言と条件に従った

場合に限り、 このコンピュータ ・ ソフ トウェアの使用が許可されます。 また、 付属のセキュリ

テ ィ装置を実装してこのソフ トウェアを使用している間の、 いかなる時も （この文言と条件に

明記されている " セキュリテ ィ装置に関する条件の例外 " の項目にあるような、 別の方法ではな

い場合）、 このソフ トウェアはあなたのコンピュータ上に （または、 適用可能なネッ トワーク上

に） 単独で存在していなければなりません。

正規代理店 ・ 販売店以外からこのソフ トウェアを購入した場合はこちらをお読みください :  こ
のソフ トウェアを正規代理店 ・ 販売店以外からご購入された場合、 ソフ トウェアの正規ライセ

ンスは供与されません。 （例えば、 以前の所有者からの転売もし くはオークシ ョ ンで、 機械もし

くはソフ トウェアを購入した際にこのソフ トウェアを入手された場合は、 正規のライセンスは

供与されません。） この場合は CNC　Software, Inc.(001-010-1-860-875-5006) にご連絡いただ

き、 正規ライセンスを取得して下さい。 正規のソフ トウェア ・ ライセンスな く 、 このソフ ト

ウェアを使用することは不法行為であり、 著作権の侵害にあたります。 また、 アメ リカ合衆国

法 17 条 506 項に基づき、 罰金と損害賠償を含む法的責任を課せられることもあります。

ソフ トウェア ・ ライセ
ンス

CNC Software, Inc. ( 以下、 "CNC" 、 本社 ： 671 Old Post Rd., Tolland, Connecticut, 06084) は、

このソフ トウェア使用許諾に関する文言と条件に従って、 単独で使用する事を目的とする （ま

た、 適用可能であれば、 あなたの雇用者に対しての使用権を認可する事を目的とする） 非独占

的かつ譲渡不可能なライセンス （以下、 " ライセンス "） を授与します。 また、 このソフ トウェ

ア ・ プログラム （以下、 " プログラム "） と、 それに付随するあらゆるドキュ メンテーシ ョ ン

（以下、 " ドキュ メンテーシ ョ ン "） は、 あなたの内的な仕事の目的のためのみ、 そして CNC に

より提供される付随するハードウェア、 ソフ トウェア ・ デバイス、 方法、 予定、 または、 その

他のセキュリテ ィ基準にのみ関連するものであり、 ユーザがプログラムにアクセスする事を許

可し、 プログラム （" セキュリテ ィ装置 "） への不正アクセスを防ぐ。 （プログラム、 プログラム

のあらゆるアップデート、 そしてドキュ メンテーシ ョ ンは、 " ソフ トウェア " と して総合して以

下で言及されています。）

制限 CNC 又は CNC の販売店から提供されるセキュリテ ィ ・ メ カニズムを適用しない環境でのソフ

トウェアの使用は禁じられています。 CNC または CNC の販売店が単一ライセンスでセキュリ

テ ィ ・ メ カニズムを提供する場合、 セキュリテ ィ ・ メ カニズムを搭載した 1 台のパソコンと、

有効なコード フォームでのみ、 ソフ トウェアを使用することができます。 もし、 CNC または

CNC の販売店が、 複数のセキュリテ ィ ・ メ カニズムを社内ネッ トワークで使用する場合 （ネッ

トワークセキュリテ ィ ・ メ カニズム） は、 ソフ トウェアは下記の条件でのみ使用可能です。 (a)
有効なコード フォームによってのみ、 (b) セキュリテ ィ ・ メ カニズムを搭載した社内ネッ トワー
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クに接続しているエンドユーザのコンピュータ上でのみ、 (c) ネッ トワークセキュリテ ィ ・ メ カ

ニズムが同数のユーザとコンピュータのみがアクセスする場合。 1 本のセキュリテ ィ ・ メ カニズ

ムを搭載したソフ トウェアを、 他のコンピュータに移動する場合は、 そのセキュリテ ィ メカニズ

ムも共に移動させ、 システムをそのコンピュータにインストールする必要があります。

あなたは、 (a) ソフ トウェアのコピー （下に記述されている事は除く ）、 改造、 修正、 (b) 公共の

場での展示、 暴露、 またはソフ トウェアやその一部から派生する製品の製作、 (c) 逆コンパイル、

翻訳、 逆アセンブル、 リバース ・ エンジニアリングやその他の方法による、 プログラムの実行可

能なコードからのソース ・ コード ・ フォームの作成、 または作成しよう とする事、 (d) ソフ ト

ウェアから商標表示、 ラベル、 マークを取り除く事、 (e) 前述の CNC による承諾のない、 ソフ

トウェア使用権の個人または団体への貸し出し、 リース、 配布、 譲渡、 供与、 開示、 (f) アウト

ソーシング、 サービス局、 タイム ・ シェアリング、 あるいはその他のサービスをサードパーティ

に提供するためにソフ トウェアを使用する事、 (g) 前述の CNC による承諾のない、 ソフ トウェア

使用許諾、 あるいは関連するあらゆる権利や責任のサブライセンス、 譲渡、 委任、 または他の方

法でのソフ トウェア使用権の移動は、 いかなる理由があろう と禁じられています。 セキュリテ ィ

機能の妨害、 回避、 リバース ・ エンジニアリング、 逆アセンブル、 無効化、 修正、 強化、 複製

は、 いかなる手段であろう と禁止されています。 上記のいずれかを試みた場合は、 あらゆる合法

的権利と CNC の賠償権を侵害する事な く、 自動的にライセンスの終了となります。

CNC はそのソフ トウェア製品の海賊版を排除するためにあらゆる法的措置を取ります。 CNC は

公的及び私的な調査機関を含め、 利用できるあらゆる合法的な手段を用いて、 そういった行為に

及んでいる者を （民事、 刑事の両面で） 追求します。 この観点より、 ソフ トウェアにはソフ ト

ウェアの不正コピーのインス トールや利用を検知し、 その不正コピーに関するデータを収集及び

転送できるセキュリテ ィ装置が含まれる可能性があります。 収集されたデータにソフ トウェアを

使用して作成された顧客のデータの一切が含まれる事はな く、 またこのデータ収集が CNC やそ

の正規販売店より正当なライセンスを受けたソフ トウェアの使用者に対して実行される事はあり

ません。 ソフ トウェアを使用する事によって、 あなたは不正なコピーが検出された場合の上述の

ようなデータの検出及び収集、 またその転送及び利用に同意した事になります。 また CNC はソ

フ トウェアへのアクセスを制御するために、 ハードウェア ロック機器、 ライセンス管理ソフ ト

ウェアやライセンス認証を使用する権利を留保します。 そういった方策の効果を回避、 あるいは

破るためにあなたは一切の手段を講じてはいけません。

複製の制限 コピー上に、 CNC のすべての商標表示を再生し、 表示する場合に限り、 バックアップ用、 ある

いは保管する目的でソフ トウェアのコピーをひとつ作る事が可能です。

移動の禁止 本ライセンスを移動する事はできません。 プログラムやこのソフ トウェア使用許諾、 以下のあら

ゆる権利、 あらゆる責任を移動させる事はできません。 また、 そういった事を試みる事は無効で

あり、 あらゆる合法的権利と CNC の賠償権を侵害する事な く、 自動的にライセンスの終了とな

ります。

知的所有権 ソフ トウェアは、 CNC の知的財産です。 世界中の特許、 商標、 著作権、 企業機密権を含む、 あ

らゆる関連する知的所有権は制限無く保護されています。 ソフ トウェア （オリジナルであって

も、 その他のコピーであっても） が、 その後に存在しているかたちやメディアに関係な く、

CNC はソフ トウェアのあらゆる権利、 財産所有権、 利権、 著作権を保有します。 このソフ ト

ウェア使用許諾は、 ソフ トウェア自体の販売を構成するものではありませんので、 ソフ トウェア

の財産所有権、 あるいは特許があなたに譲渡されるという事ではありません。 ソフ トウェアは独

自性、 機密性を持っているものであり、 また、 CNC にとって価値のある資産であるという事を

認識して下さい。 そして、 このソフ トウェア使用許諾の違反、 または違反の恐れがある場合に

は、 CNC はそれらに対して、 差止命令による救済を含む、 あらゆる公正かつ合法的な賠償を求

める権利を制限無く有しています。 認可な く ソフ トウェアをコピーしたり、 上記の制限事項を履

行しなかった場合、 あらゆる合法的権利と CNC の賠償権を侵害する事な く、 自動的にライセン

スの終了となります。

守秘義務 ソフ トウェアには、 CNC が所有する企業秘密が含まれている事を認識して下さい。 そして、 少

な く ともあなた自身の 大の機密情報 （守秘義務） を守るために、 あなたが払う注意と同じだけ

の注意を払ってソフ トウェアの守秘義務を維持する事に同意して下さい。 ソフ トウェアに接触す

るあなたの雇用者に、 このソフ トウェア使用許諾の文言と条件を、 道理をわきまえて伝える事に

同意して下さい。 あなたの従業員、 あるいは代理人による守秘義務の違反があった場合、 その責

任はあなたが負います。 プログラムのソース ・ コードを引き出す目的で、 あるいはセキュリテ ィ

装置を無効化させる目的で、 プログラム （のいかなる部分） を使用する事が禁じられている事を

含めて、 制限無く、 これらの文言と条件に雇用者を従わせる事を保証するために、 道理をわきま

えて 良の努力をする事に同意して下さい。



責任の遵守 このソフ トウェア使用許諾によって認可を受けずにあなたの雇用者の誰か、 あるいはあなたが

幾分か管理している団体がソフ トウェアを不正使用している事を確認した場合、 あなたには適

切かつ 良の努力をもって、 そういったソフ トウェアの不正使用を直ちに中止させる義務があ

ります。 また、 あなたが確認したソフ トウェアの不正使用がいかなるものであろう と、 その不

正使用を直ちに書面にて CNC に知らせる義務があります。

保証の限界 ソフ トウェア購入後 30 日間以内に素材、 あるいは製品に欠陥が生じた場合、 プログラムが配布

されているメディアは無料となる事を CNC は保証します。 この保証は、 事故、 怠慢、 誤用、 電

力不足などのために生じた欠陥や、 通常の使用、 正当な使用以外で生じた欠陥については除外

されます。 前述の例外が適用される場合、 ソフ トウェアは 「そのまま」 提供されます。 あなた

の唯一の救済と CNC の唯一の責任は、 ここでは、 欠陥が生じているメディアの交換か、 ソフ ト

ウェア購入代金の払い戻しとなります （これは、 CNC のみが選択権を持つものとします）。 ソ

フ トウェアの使用は、 いかなる場合もあなた自身のリスクにおけるものです。 この制限された

保証は、 CNC によって提供されるソフ トウェアに関する保証のみとなります。 CNC は、 制限

なしに、 ソフ トウェアの商品性、 あるいはソフ トウェアがあなた自身の使用目的に合致してい

るかどうかといった保証を含むあらゆる類の保証責任を、 制限無く、 法律により許される 大

限の範囲で放棄します。 CNC は、 ソフ トウェアに対してのいかなるアップデート も提供する責

任を負いません。 ソフ トウェア購入後にソフ トウェアに欠陥がある事が分かったと しても、

（CNC でも、 ディス ト リビュータでも、 販売者でもな く ） あなたは、 あらゆる必要なサービス、

修理、 または修正のために生じるすべてのコスト、 あるいはそれに付随する、 または結果とし

て生じるあらゆる損害を負う事になります。

ドキュメンテーシ ョ ン （以下、 本契約書） の備考 ： CNC は、 本契約書の内容が 正確かつ 新の

状態であるように可能な限りの努力をしていますが、 本契約書の記載が、 常に Mastercam の

新の操作と機能性を表わしているという保証はできません。 ソフ トウェアの 「使用前ガイド」、

「ユーザーマニュアル」、 およびその他の書類の内容は、 お客様への情報提供のためのものです。

本契約書の内容は予告な く変更される可能性があります。

本契約書の内容は、 ソフ トウェアの操作方法と性能を表わす正確なもの、 そして／または 新

の内容を反映したものではありません。 そのような保証や表記についての一切の責任を CNC は

明確に放棄します。

責任の限界 いずれの場合も、 CNC、 及び CNC の従業員、 株主、 供給者は、 直接的、 付随的、 あるいは結

果的に生じるいかなる損害や、 このソフ トウェア使用許諾、 及びその内容に関連する損害 （制

限なしに、 業務上の損失や利益の損失、 業務の中断や業務上必要となる情報の損失などのため

に生じる、 特別な損害賠償、 懲罰的損害賠償、 懲戒的損害賠償を含む） に関して、 あなたに対

して責任をとる事はありません。 CNC がそういった損害の可能性を告知した事があったとして

も、 同様となります。 このソフ トウェア使用許諾やその他の事柄を根本とする義務に対する

CNC の全責任は、 ソフ トウェアに対してあなたが支払ったライセンス費用の総額を超える事は

ありません。 裁判権は、 明示されていない保証、 付随的、 あるいは結果的に生じる損害に対し

て責任の除外、 制限を許可しない事がありますので、 上記の除外、 制限はあなたに適用されな

い事があります。

補償 あなたには、 あなたやあなたの従業員、 代理人、 リセラー、 ディーラー、 あるいはサブディー

ラーが、 このソフ トウェア使用許諾を違反した事が原因となって生じる、 弁護人への合理的な

料金 （全体としての 「損失」） を含む、 あらゆる損失、 決定、 要求、 活動、 訴訟、 訴訟手続き、

裁判、 裁定、 賠償、 責任、 費用、 出費を、 CNC、 及び CNC の全職員、 管理者、 従業員、 供給

者、 そして代理人に制限無く補償し、 損害を与えない義務があります。 そして、 あなたは、 調

査や減刑、 弁護やその他の損失に関連して生じるあらゆる合法的な会計とその他の料金、 費用

を適切に CNC に払い戻す義務があります。

教育費用 CNC の教育費用方式、 オプシ ョ ン、 スケジュール、 プログラムに従ってこのソフ トウェアを受

け取った場合、 意図的、 偶発的、 直接的、 あるいは非直接的にあなたの利益となるような、 あ

るいはあなたによって利益がもたらされるような CAD 機能、 CAM 機能の指導を実施するため

にこのソフ トウェアを使用してはいけません。

ソフ トウェア使用許諾
の終了

このソフ トウェア使用許諾は、 これが終了するまで有効です。 あなたの管理下においてソフ ト

ウェアのすべてのコピーとセキュリテ ィ装置を CNC に返却する事で、 いつでもこのソフ トウェ

ア使用許諾を終了させる事ができます。 CNC が、 このソフ トウェア使用許諾の文言に違反した

事を明確に確認した場合、 CNC は、 このソフ トウェア使用許諾を終了させる事ができます。 こ

のソフ トウェア使用許諾の終了に際して、 あなたはソフ トウェアのすべてのコピーとセキュリ

テ ィ装置を直ちに返却する事、 また、 セキュリテ ィ装置がソフ トウェア プログラムへと組み込
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まれている場合にはそのソフ トウェア ライセンス装置が除去、 または無効化されているという

事の証明を提示する事に同意しなければなりません。 さらに、 あなたの団体の従業員は 10 営業

日以内にバックアップ用のコピーを含むすべての知り うるコピーが返却された事を書面にて

CNC に証明しな く てはなりません。 守秘義務、 所有権、 補償、 非開示に関連するあらゆる規定

は、 このソフ トウェア使用許諾の終了後も残存します。

あなたはソフ トウェアをソフ トウェアが使用可能な環境にある他者に譲渡することはできませ

ん。 あなたが破産、 倒産、 競売、 営業を終了した際にも、 CNC の承認なしに譲渡することはで

きません。 ソフ トウェア ・ ライセンスは購入者専有のものです。 本章記載の義務に違反した場合

に起こる損害は、 それが特殊性をもって判定するのが困難な性質のものである場合を除き、

CNC が被る事になるという事を認識して下さい。 15000 ドルという損害賠償額が CNC が被る

事になる損害の見積もり と して妥当であり、 これは制裁金ではな く取り決められた損害賠償の額

であるという事に同意して下さい。

一般 このソフ トウェア使用許諾は国法の条項と矛盾したとしても、 それとは関係な く コネチカッ トの

州法により解釈され、 説明され、 管理されます。 このソフ トウェア使用許諾及び、 その内容に関

連する、 あるいはこれらから生じるあらゆる訴訟に対しての裁判権と裁判地は、 適切な州の裁判

権及び、 ハート フォード、 コネチカッ トに位置する連邦裁判所であるもので、 あなたはそれらの

裁判所の裁判権に従わなければなりません。 このソフ トウェア使用許諾はその内容に関して、 あ

なたと CNC との間での全面的合意を構成するものです。 このソフ トウェア使用許諾に対するあ

らゆる放棄や変更は、 両当時者の書面と署名がある場合に限り有効となります。 この許諾の一部

が、 権能のある裁判権を持つ裁判所により無効なもの、 あるいは実施できないものであると認め

られた場合、 この許諾の他の部分はその当事者の意図を適切に反映するように解釈されます。

代理人費用 CNC が本使用許諾に基づいてその権利を行使するために法的手段を取る必要があり、 その結果

として CNC に有利な裁定、 あるいは和解が得られた場合、 あなたは、 あなたが起こしたいかな

る訴えの結果として下級裁判所や裁判所の判定より発生する CNC の代理人費用 （あらゆる内部

調査、 裁判所あるいは裁判、 及び参考人の費用も含むがその限りではない） を CNC の利益とな

るように CNC に支払う義務を負います。

米国政府の制限付権利 提供されるソフ トウェアは、 48 C.F.R. 2.101 で定義されている文言のように、 「commercial 
computer software」 と 「commercial computer software documentation」 から構成される

「commercial item」 であり、 その文言は、 48 C.F.R. 12.212 にて使用されます。 48 C.F.R. 12.212
と 48 C.F.R. 227.7202-1 から  227.7202-4 までには矛盾が無く、 ソフ トウェアは米国に対して使

用可能となり、 その作用と手段は、 この許諾で述べられている権利のみにより提供されます。 政

府によりソフ トウェアの使用、 複製、 開示が行われる事は、 48 C.F.R. 52.227-19 の 「商用コン

ピュータ ・ ソフ トウェアの制限された権利」 の条項の中のサブパラグラフ (c)(1) と (2) の中で述

べられている制限に従います。 その条項が修正される場合は、 それに加えて取って代る規定に従

う ものと します。

輸出の制限 前述の CNC からの認可、 また必要な場合は米国商務省の輸出管理局やその他の関連する米国政

府機関の認可を受けずに、 ソフ トウェアを直接的、 あるいは間接的に米国から  (i) 米国商務省の

輸出管理局により輸出が規制されている国に向けて、 (ii) その他の米国政府機関、 米国財務省に

より輸出が規制されている国に向けて、 (iii) その他の米国政府機関により輸出が規制されている

国に向けて、 輸出、 再輸出しない事を言明し保証して下さい。 また、 許可された輸出、 再輸出の

目的地となる国のあらゆる輸入法と輸入規制、 そして許可された輸出、 再輸出に関連するその他

のあらゆる輸入条件に従う義務を履行する事に同意して下さい。

セキュリテ ィ装置に関
する条件の例外

CNC ソフ トウェア ・ プログラム "Mastercam Demo/Home Learning Edition" と "Mastercam 
Quickpart" には、 セキュリテ ィ装置を使用する必要がありません。 そしてこのソフ トウェア使用

許諾の中に書かれているセキュリテ ィ装置に関連する規定は、 上記プログラムの使用には適用さ

れません。 しかしながら、 上記以外のあらゆるソフ トウェアの使用に対しては、 これらの規定は

適用されます。

義務及び権利の残存 このソフ トウェア使用許諾の中の守秘義務、 非開示、 CNC の所有権、 放棄、 責任の限界、 代理

人費用や顧客による補償に関連するすべての規定は、 どんな理由があろう とこのライセンス終了

後も残存します。

権利の保有 明確に認められていないあらゆる権利は、 CNC により保有されます。

商標 Mastercam は CNC Software 社の登録商標です。

Mastercam X は CNC Software 社の登録商標です。



Mastercam U は CNC Software 社の登録商標です。

Mastercam University は CNC Software 社の登録商標です。

Dynamic Motion は CNC Software 社の登録商標です。

Windows は、 Microsoft の登録商標です。 SOLIDWORKS は DS SOLIDWORKS 社の登録商標で

す。 本ソフ トウェアの一部には Renishaw Plc による著作権 （2001-2015） が含まれており、 あ

らゆる権利を留保します。 Mastercam Art は、 Geometric Tools 社が所有し、 著作権を持つ知的

財産である Wild Magic Geometric Libraries を使用しています。 Wild Magic Geometric Libraries
は、 gnu.org で確認できる GNU Lesser General Public License の下にライセンスされています。 

 

新の情報をご確認く

ださい！

この文書の出版後に情報が変更、 または追加されている可能性があります。 本ドキュメン トの

新版は Mastercam と ともにインス トールされます。 または、 担当の販売店にお問い合わせく

ださい。 ReadMe ファイル （ReadMe.pdf） には、 Mastercam の新機能及び強化部分に関する

新情報が記載されています。 このファイルはソフ ト と ともにインス トールされます。
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What’s New in Mastercam 2017— はじめに
はじめに

Mastercam 2017 へよう こそ！ Mastercam 2017 には、 加工業務におけるスピード と効率を高める事にフォー

カスを絞った新しい機能が用意されています。 Mastercam 2017 が提供する機能により、 皆さんの加工現場に

おいてメ リ ッ ト を感じて頂けるものと確信しております。

新し く なった Mastercam のデザインと操作感

Mastercam 2017 では、 Microsoft Office 製品に似た新しいリボン インタフェースが採用されています。 使い慣

れたインタフェースにより他のソフ トウェアの使用経験を活かせるため、 作業を完了させるために必要な機能
も容易に見つけることができます。 

リボン タブには類似する機能がグループ分けされており、 単純なものから複雑なものへと順番に並んでいま

す。 それぞれのタブには、 ワイヤーフレーム図形の作成からツールパスの作成に至るまで、 関連するタイプの
機能がまとめられています。 編集機能と作図機能が同じタブにありますので、 必要な時に必要なツールへとア
クセスすることができます。 

タブはアイコンと文字が組み合わさったものになっており、 必要な機能が見つけやすく なっています。

マシンタブには使用できるすべてのマシンタイプが表示されます。 マシンタイプを選択すると、 そのマシンタ
イプで使用可能なツールパス及び関連機能がコンテキスト  タブに表示されます。
11



What’s New in Mastercam 2017— はじめに
ツールパス ギャラリーに表示されるアイコンは工具動作のサンプル画像になっており、 どのツールパスを使用

すれば良いかが分かりやすく なっています。 

すべてのファイル管理ツールが入っているバックステージ ビューへとアクセスするには、 ファイルをクリ ック

して ください。 現在開いているパーツファイルの情報へとアクセスする、 Mastercam の使用環境をカスタマイ

ズする、 ヘルプやチュート リアルを使って Mastercam についてさらに学習する、 Mastercam コ ミ ュニティー

とつながる、 といったことができます。
12



What’s New in Mastercam 2017— はじめに
クイックアクセス ツールバーには、 デフォルトのタブには表示されないコマンドが入っています。 クイックア

クセス ツールバーはリボンの上下に移動することができ、 必要に応じてボタンを追加、 削除することができま

す。 

タブ上の機能を右クリ ックしてクイックアクセス ツールバーに追加を選択することで、 機能をクイックアクセ

ス ツールバーへと追加することもできます。 

グラフ ィ ッ ク画面上で右クリ ックすることで、 新しいミニツールバーを使ってあらゆる要素属性へと簡単にア
クセスできます。 ツールバーを常に画面上に固定したい場合には、 ミニツールバーの右側にある飛び出すボタ
ンを選択して ください。 
13



What’s New in Mastercam 2017— はじめに
さらに、 選択機能のすべてがグラフ ィ ッ ク画面上にありますので、 必要な時にアクセスすることが可能です。

Mastercam 文書

Mastercam をインス トールすると、 次の文書が Mastercam のシステムフォルダ内の Documentation フォルダ

へとインストールされます。

 What’s New in Mastercam 2017

 Mastercam 2017 インストール ガイド

 Mastercam 2017 管理者ガイド

 Mastercam 2017 移行ガイド

 Mastercam 2017 クイックリファレンス カード

 Mastercam 2017 ReadMe

お問い合わせ先

本書やその他の Mastercam 文書についてのご質問は、 info@jbm.co.jp まで e-mail にてご連絡ください。

Mastercam リソース

次の資料を利用する事で、 Mastercam についての情報を入手頂けます。
14
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What’s New in Mastercam 2017— はじめに
 Mastercam ヘルプ ― Mastercam のファイルタブからヘルプ、 ヘルプを選択するか、 キーボードの

[Alt+H] を押すことによって、 Mastercam のヘルプへとアクセスすることができます。 また、 ほとんど

のダイアログボックス、 機能パネル、 及びリボンバーには、 Mastercam ヘルプ内の関連情報を直接開

いて くれるヘルプ ボタンが付いています。 

 Mastercam 特約店 ― お近くの Mastercam 特約店が Mastercam のご質問に対応します。

 技術サポート  ― 株式会社ジェービーエムの技術サポートは、月曜日から金曜日までの午前 9 時～午後 5
時の間、 電話サポート を受け付けています。

 Mastercam チュート リアル — CNC 社は登録済みのユーザー様に対して、Mastercam の基本的な機能に

慣れて頂くためのチュート リアル シリーズを提供しています。 Mastercam のチュート リアル シリーズ

は継続的に作成が続けられており、 完成次第モジュールが追加されてい く予定です。 発行物の 新状

況を確認するには、 ヘルプメニューからチュート リアルをクリ ックして ください （英語サイ ト）。

 オンライン コ ミ ュニテ ィ  ― www.mastercam.com にて、 多くの動画を含む豊富な情報が得られます

（英語サイ ト）。 技術的なヒン トや Mastercam の 新ニュースについては、 Facebook 
(www.facebook.com/mastercam)、 Twitter (www.twitter.com/mastercam)、 あるいは Google+ 
(plus.google.com/+mastercam) にて Mastercam をフォローして ください （英語）。 Mastercam の

YouTube チャンネル （www.youtube.com/user/MastercamCadCam） では、 Mastercam 関連の動画を

ご覧頂けます。  

登録をして頂く と、 Mastercam のウェブ フォーラム forum.mastercam.com にて情報の検索や質問をすること

ができ、 また kb.mastercam.com のナレッジベースをご利用頂く こともできます （いずれも英語サイ ト）。 

登録を行うには、 ファイルタブからコ ミ ュニテ ィ、 アカウン ト をリンクを選択し、 指示に従って ください。
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What’s New in Mastercam 2017— はじめに
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What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
全般的な強化部分 

アナライズの強化部分

ト リム スプラインのアナライズ

ホームタブにある要素アナライズ機能を使用すると、 選択されたスプラインがト リムされているかどうかを確
認することができます。 

ダイナミ ック  アナライズの強化

ダイナミ ック  アナライズのユーザー インタフェースが Mastercam 2017 で改良されています。 

1. 直径の表示 : 円弧、 フェイス、 サーフェイスの直径が表示され、 曲面部に使用できる 大工具直径が確認

しやすく なっています。
17



What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
2. 色と RGB 情報 : 選択要素の色と RGB 情報を表示します。 この情報は制御公差と仕上げ代を伝達するた

めに使用できます。

3. 矢印の倍率 : デバッグ作業を助けるために、 ダイナミ ック矢印に対して倍率を指定することによって、 矢

印の大きさを変えることができるようになっています。 グラフ ィ ッ ク画面の表示倍率を変えても、 この
矢印の大きさは一定に保たれます。 旧バージ ョ ンのダイナミ ック  アナライズにあったベク トル情報はな

く なりました。

表示の強化

隠線 / 隠線なしワイヤーフレーム表示

隠線表示と隠線なしワイヤーフレーム表示が下図のように、 ソリ ッ ド、 サーフェイス、 そして STL パーツを

サポート しています。

隠線ワイヤーフレーム （サーフェイス） 隠線ワイヤーフレーム （ソリ ッ ド）

隠線なしワイヤーフレーム （サーフェイス） 隠線なしワイヤーフレーム （ソリ ッ ド）
18
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ポリゴンメ ッシュ /STL がアウト ライン付きシェードをサポート

アウト ライン付きシェード効果が STL ファイルなどのポリゴンメ ッシュ要素にも適用できるようになってお

り、 詳細部分の視認性が向上しています。

システムコンフ ィグのシェーディング ページに追加された STL エッジを表示オプシ ョ ンを使用することで、

この効果をコン ト ロールすることもできます。 有効にすると、 STL のエッジがアウト ライン付きのシェーディ

ング表示になります。 オプシ ョ ンが無効の時は、 STL エッジは表示されません。 このオプシ ョ ンはデフォルト

で有効になっています。

エッジ角度公差オプシ ョ ンは 「STL エッジを表示」 が有効になっている時に使用可能になります。 この値によ

り、 STL 要素上でエッジとして認識される部分が決まります。 

シェード  アウト ライン シェード  
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レンダリング モード

ソリ ッ ドやサーフェイスのモデルをメ タ リ ック、 プラスチック、 光沢の質感で表示できるようになっていま
す。 パーツの表示方向を変更するには、 表示タブからオプシ ョ ンを 1 つ選択して ください。

隠線なしワイヤーフレーム モードでのソリ ッ ドエッジ

旧バージョ ンの Mastercam では、 隠線なしワイヤーフレームの表示モードでも隠れたエッジを選択できてい

ました。

Mastercam 2017 では、 このモードに入っている時には隠れたエッジが選べな く なっています。 半透明モード

で作業している時には、 エッジが見えますので選択ができます。 

デフォルト メ タ リ ッ ク

プラスティ ック  光沢 
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ATP の強化部分

チェインのソート

チェインをその面積、 作成順序、 長さのいずれかに基づいてソートすることができるようになっています。 昇
順、 降順のいずれかでソートできます。 

Z 位置

図形の上面を Z=0 に移動するにはパーツ上面を Z ゼロに移動オプシ ョ ンを使用します。

GDT データの自動インポート

Unigraphics/NX ファイルと STEP ファイル

Mastercam 2017 は、 Unigraphics/NX ファイル及び STEP ファイルの中に保存されているビュー及び 3 次元注

記のインポート をサポート しています。 Unigraphics ファイルから注記の付いたデータをインポートするため

に GDT データをインポートオプシ ョ ンを選択する必要はありません。 保存されているすべてのビューが自動

的に Mastercam の名前平面へとインポート されます。 
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What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
CATIA Version 5

保存されているビュー及び注記データに対応するには、 PMI ライセンスを持つ CATIA Version 5 ト ランスレー

ターが必要です。

Code Expert の強化部分 

NC 設定内の個別のフォン ト / 色設定

NC 設定の中で各要素に対してフォン ト と色を個別に設定できるようになっています。
22
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NC 設定を特定の NC ファイルへと適用するには、 右クリ ックしてから NC 設定を選択して ください。 下図の

ように、 コ メン トが青い太字になっています。

工具交換インジケーター 

Code Expert で NC ファイルを開く と、 NC 機能タブの工具グループにマークオプシ ョ ンが表示されるように

なっています。
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NC 設定内で定義されている工具交換が現れる場所で、 NC ファイルの余白部分にインジケーターを追加する

ために、 このオプシ ョ ンを使用します。 

開いている / 保存されているテキストベースのファイルの文字エンコード

非英語圏の Mastercam ユーザーは、 Code Expert でテキスト ファイルを開く際に使用するデフォルトのエン

コーディングを設定できるようになっています。 
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また、 現在開いているファイルを指定のエンコーディングで開き直すことができるオプシ ョ ンも新たにホーム
タブに追加されています。 

エンコーディングを指定して再読込みをクリ ックすることによって、 文字エンコーディング選択ダイアログが
表示され、 文字エンコーディングを変更することができます。 

文字エンコーディングにより、 文字を適切に表示することも可能です。

X9
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2017

CIMCO の通信オプシ ョ ンを改善

旧バージョ ンでは、 Code Expert の中から CIMCO DNC を介して機械と通信している場合には、 通信設定をシ

ステムコンフ ィグ ダイアログの中で行わなければなりませんでした。 Mastercam 2017 ではこの工程が簡素化

されており、 Code Expert のインタフェースから直接 CIMCO DNC 設定にアクセスできるようになっていま

す。 設定へは、 NC 機能タブ上の通信グループにあるダイアログボックス ランチャーをクリ ックすることで、

容易にアクセスできます。

ツールパス全般の強化

ドラッグ & ドロップでの操作インポート

操作ファイルをツールパス マネージャへと直接ドラッグ & ドロップできるようになっています。 サポート さ

れている操作ファイルをツールパス マネージャ上にドロップすると、 ツールパス操作インポートのダイアログ

ボックスが表示されます。 ドロップされたファイルは自動的にソース ライブラリ と して設定されます。

ド リル点選択 

これまでは、 ド リル点選択はワイヤーフレーム要素しかサポート していませんでした。 現在は、 ド リル点選択
で要素オプシ ョ ンを選択すると、 ソリ ッ ドエッジも認識するようになっています。 
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ポストオフ操作のサポート

スト ックモデル操作がポストオフの操作を処理できるようになりました。 処理するには、 スト ッ クモデル操作
の元操作ページにあるポスト  オフ操作を処理を選択して く ださい。 ポスト  オフ操作を無視したい場合は、 こ

のオプシ ョ ンを選択しないで ください。

このオプシ ョ ンは複合軸リンクや変形移動操作を使用している時に便利です。 
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チェイン順のリバース

右クリ ック メニューからチェインの順番をリバースを選択することで、 チェイン マネージャ内のチェインの順

番をリバースできるようになっています。

処理中のツールパスを修正できな く なった

旧バージョ ンでは、 マルチスレッ ド  マネージャで処理中となっているツールパス操作に修正を加えることがで

きていました。 この仕様のために、 処理が完了した後に修正内容が保持されないという現象が発生していまし
た。

Mastercam 2017 では、 操作が処理中となっている間にパラメータ、 工具、 図形や NCI を変更しよう とする

と、 警告が表示されます。  
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パラメータや図形を確認することはできますが、 ツールパスのダイアログボックスは読み取り専用となりま
す。 

ツールパス変形移動の強化部分

WCS を含める 
 ミ ラー、 回転、 移動のタイプに対する平面名が改良されています。 工具平面で変形移動ツールパスを作成する

際に、 変形移動操作パラメータ  ダイアログボックスのタイプと方法タブで WCS を含めるを選択することに

よって、 WCS を含めることができるようになっています。

進入 / 退出の値を入れ替える
ミ ラーの変形移動操作を作成する際に、 結果のツールパスの進入と退出の値を入れ替えるには、 進入と退出の
パラメータを入れ替えるオプシ ョ ンを使用して ください。
29
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グラフ ィ ック画面の強化部分

軸表示の強化 

画面情報の名称変更及び強化
画面情報 [F9] の名称が 「軸を表示」 に変わっています。 ビュータブにある軸を表示機能を使って、 ワールド、

WCS、 工具平面、 作図平面のそれぞれの軸の表示を個別に切り替えます。
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What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
WCS T/C 平面軸の名称変更及び強化
WCS T/C 平面 [Alt+F9] コマンドの名称が 「座標軸を表示」 に変わっています。 ビュータブにある座標軸を表

示機能を使って、 WCS、 工具平面、 作図平面のそれぞれの座標軸の表示を個別に切り替えます。 

インタラクテ ィブな G ビューの座標軸 

ダイナミ ック平面の作成が、 下図に示されている順序で G ビューの座標軸をクリ ックすることで開始できるよ

うになりました。 静止状態の G ビュー座標軸がハイライ トするまでその上にマウスを置いて く ださい。 原点の

ボールをクリ ックしてマウス カーソルにアタ ッチし、 カーソルをドラ ッグしてダイナミ ック平面の作成を開始

して ください。 

更新されたグリ ッ ド機能

以前まではグリ ッ ド設定ダイアログボックスにあったグリ ッ ド機能 （グリ ッ ド  オンとグリ ッ ド可視） の名称

が、 グリ ッ ドにスナップとグリ ッ ドを表示に変わっています。 これらの機能は現在ビュータブにあります。 
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レベル マネージャの強化部分

レベル マネージャがド ッキング / フローティ ング可能な機能パネルになりました。 デザインも変更されてお

り、 コン ト ロールがさらに直感的になり、 ワークフローも容易なものになっています。 レベル マネージャ上部

に並んでいるツールバーには、 以下の機能が含まれています。

 新規レベルを追加

 図形からのレベルの検索

 全レベルのオン / オフ

 全レベルのリセッ ト

 表示オプシ ョ ン

 プロパティの非表示
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列の並び替え

レベル マネージャ上で列の見出しをド ラ ッグすることによって、 列を並び替えることができます。 列の順番は

セッシ ョ ン間でも維持されます。 

列の表示 / 非表示

レベル マネージャ上で列の見出しを右クリ ックし、 列を選択することで、 その列を非表示にすることができま

す。 番号の列は非表示にできません。
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レベル プロパティの非表示

番号、 名前、 レベルセッ トなど、 グリ ッ ドより下にあるコン ト ロールを非表示にすることが可能になっていま
す。 リス トが占めるスペースを 大にする、 またはレベル マネージャと平面マネージャを上下に並べて使用す

るために、 このコン ト ロールを使用します。 コン ト ロールを表示するには、 再度ボタンをクリ ックします。 

Mastercam アドオンの強化部分

STL Heal C-Hook 

正のオフセッ ト距離だけでな く、 負のオフセッ ト距離を入力する （内側にオフセッ ト を適用する） こともでき
るようになっています。 

OnShape 文書をサポート

Mastercam はフルクラウドの新しい 3D CAD システム OnShape と共同で、 OnShape Connect を開発しまし

た。 OnShape Connect を Mastercam の中から実行すると、 クラウド上の OnShape エレメン ト をローカルや

ネッ トワーク上のドライブへとダウンロードすることができます。 OnShape Part Studio など、 サポート され

ているファイルタイプなら、 Mastercam へと直接インポートすることが可能です。

Note: OnShape Connect は OnShape App Store で入手できます （https://appstore.onshape.com）。 OnShape 
Connect を使用するには OnShape アカウン トが必要です。 さらなる情報については、 www.onshape.com へ

アクセスして ください。
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Mastercam のファイル拡張子
Mastercam 2017 では、 以下のファイル拡張子が変更となっています。 

Mastercam シミ ュレーターの機能強化 

自動開始

Mastercam シミ ュレーターのオプシ ョ ン ダイアログにある全般ページに自動開始を有効オプシ ョ ンが追加さ

れています。 これが選択されていると、 Mastercam シミ ュレーターは十分な量のデータが転送された時点で、

即座にシミ ュレーシ ョ ンを開始します。 

X9 2017

.mcx-9 .mcam

.emcx-9 .emcam

.operations-9 .mcam-operations

.defaults-9 .mcam-defaults

.mmd-9 .mcam-mmd

.lmd-9 .mcam-lmd

.rmd-9 .mcam-rmd

.wmd-9 .mcam-wmd

.gmd-9 .mcam-gmd

.control-9 .mcam-control

.materials-9 .mcam-materials
35



What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
固定具のサポート を強化

Mastercam X9 で追加された固定具のサポートが改良されています。 単一のソリ ッ ドや複数のレベルを選択で

きる他、 固定具として使用するファイルを参照することも可能になっています。

印刷

ファイル、 印刷を選択することによって、 Mastercam シミ ュレーターから直接印刷できるようになっていま

す。 赤い枠の付いた現在アクテ ィブになっているウィンドウの表示内容が印刷されます。

動画の録画

Mastercam シミ ュレーターのバックプロッ トやベリファイ  セッシ ョ ンの動画を、 Mastercam がインストール

されていないコンピューターでも見ることができる一般的な形式 (.mp4） に保存できるようになっています。

動画のレコーディングを開始するには、 ホームタブにある録画をクリ ックします。 完了したら、 再度録画をク
リ ックしてレコーディングを停止して ください。 レコーディング内容を保存すれば、 必要に応じて配布して頂
けます。

ク リ ップ平面の方向リバース

Mastercam シミ ュレーターでクリ ップ平面を使用している時に、 その方向をリバースできるようになっていま

す。 
36



What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
ビューの同期

Mastercam 側のビューと Mastercam シミ ュレーター側のビューをリンクさせることができるようになってお

り、 どちらかのパーツを回転させると他方も変わります。 このオプシ ョ ンは Mastercam シミ ュレーターの表

示タブでオン / オフを切り替えることができます。 

複数部数の印刷 

ファイル、 印刷ページにあるコピーオプシ ョ ンで複数のコピーを印刷することができるようになっています。 
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カスタム マシンシミ ュレーシ ョ ン ファイルの移行

移行ウィザードがカスタム マシンシミ ュレーシ ョ ン ファイルの移行に対応しています。 ウィザードにマシン 
シミ ュレーシ ョ ンオプシ ョ ンが追加されており、 マシンモデルを構成する STL、 GIF、 BMP なども含めて移行

します。

複数起動をサポート

Mastercam を追加起動しても、 下図の警告が表示されることはな く なっています。 安定性やデータが失われる

ことな く、 Mastercam を追加起動できるようになっています。 
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平面マネージャの強化部分 

平面マネージャがド ッキング / フローテ ィング可能な機能パネルになりました。 デザインも変更されており、

コン ト ロールがさらに直感的になり、 ワークフローも容易なものになっています。 平面マネージャ上部に並ん
でいるツールバーには、 以下の機能が含まれています。

 新しい平面の作成 （図形、 ソリ ッ ド フェイス、 G ビュー、 法線、 WCS 基準、 ダイナミ ック）

 旋盤平面の選択 （半径値 X/Z か直径値 /Z 座標）

 平面の検索 （図形 / 平面から、 WCS 基準）

 原点を持つ現在の WCS、 作図平面、 工具平面の設定 / リセッ ト

 表示オプシ ョ ン

 追従ルール 

 プロパティの非表示 
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常に座標軸を表示

旧バージョ ンの Mastercam では、 アクテ ィブな平面の座標軸はフォーカスが平面マネージャにある時にしか

表示されませんでした。 現在は、 アクテ ィブな平面の座標軸を常に表示するように設定することができます。

列の表示 / 非表示

平面マネージャ上で列の見出しを右クリ ックし、 列を選択することで、 その列の表示 / 非表示を切り替えるこ

とができます。

平面プロパティの非表示

ワークオフセッ ト、 色、 コ メン トなど、 グリ ッ ドより下にあるコン ト ロールを非表示にすることが可能になっ
ています。 リス トが占めるスペースを 大にする、 またはレベル マネージャと平面マネージャを上下に並べて

使用するために、 このコン ト ロールを使用します。 コン ト ロールを表示するには、 再度ボタンをクリ ックしま
す。 

平面マネージャ上で G ビューを設定するための新しい G 列

平面マネージャに列が 1 つ追加されました。 G ビューを変更するには、 その平面の G 列をクリ ックして くだ

さい。 

新しい追従ルール

工具平面は作図平面に追従という追従ルールが追加されています。 この追従ルールはデフォルトで選択されて
いますが、 設定状態はセッシ ョ ン間で維持されます。 この追従ルールが選択されていると、 ユーザーによって
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作図平面が変更された場合や、 作図平面は G ビューに追従など、 他の追従ルールの結果として作図平面が変

わった場合に、 工具平面も変わります。 工具平面を作図平面とは別の平面に変えることもできます。 

原点の強化 

従来は、 平面マネージャに表示される原点の値はビュー座標でした。 現在は、 原点の値がワールド座標で表示
されるようになっています。 ツリースタイルのツールパスの平面 （WCS） ページと平面選択ダイアログボッ

クスにもこの原点の値が表示されます。 
41



What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
原点フ ィールドで表示される右クリ ック メニューが簡素化されており、 平面原点の XYZ ポイン ト を拾うため

により適したものになっています。 この新しいメニューは原点の値を設定するために右クリ ック メニューを使
用するあらゆるパラメータに使用されます。 

列の並び替え

平面マネージャ上で列の見出しをド ラ ッグ & ドロップすることによって、 列を並び替えることができるように

なっています。 列の順番はセッシ ョ ン間でも維持されます。 
42



What’s New in Mastercam 2017— 全般的な強化部分
近使った機能 

近使用した機能ツールバーの名称が 「 近使った機能」 に変わっており、 ド ッキング / フローテ ィングが可

能な機能パネルになりました。 近使った機能では 近使用した Mastercam 機能の履歴を確認することがで

き、 それらをすばやく再選択できます。

SETUP シートの強化部分

SETUP シートの新しい XML タグ

工具位置やホルダー位置、 マシンタイプ、 マシン名やポストプロセッサー ファイル名などの新しい XML タグ

が SETUP シートに追加されています。
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XML フォルダをクリーンアップするオプシ ョ ン

SETUP シート  セッシ ョ ン中に自動的に作成されるすべての XMP 及び BMP ファイルを削除するオプシ ョ ンが

追加されています。 ディスクの空き容量をメンテナンスするために使用します。 

SETUP シート  ダイアログボックスでクリアボタンをクリ ックすると、 削除されるファイルの数がレポート さ

れ、 クリアするかどうかの確認メ ッセージが表示されます。 

このオプシ ョ ンは以前に SETUP シート機能を実行したことがある場合にのみ使用できます。 

ネステ ィング レポートへの画像の保存

高解像度の画像を使ってネステ ィング レポート を作成するためのオプシ ョ ンが追加されています。 シート と結

果の画像を 大 2400 ピクセルまで、 パーツを 大 1200 ピクセルまであげるには、 ネスティ ング コンフ ィグ 
ダイアログボックスにあるレポート内で高解像度の画像を使用を選択します。 大のサイズがたてとよこのど
ちらに使用されるかは向きによって決まります。

システム コンフ ィグの強化部分 

チェイン矢印のサイズ オプシ ョ ン

（例えば彫刻加工のために文字をチェインしている時など） 画面上に大量のチェインが存在するファイルで作
業する際に、 3D のチェイン矢印がより使いやすく なるように、 その大きさと透明度を変更することができる

ようになっています。
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グラフ ィ ッ ク画面上の矢印が他の矢印と重なっている場合や見づら く なっている場合には、 矢印の大きさを
大、 中、 小のいずれかに設定して対応できます。 矢印を不透明から半透明に変えるには、 半透明ボックスに
チェ ックを入れて ください。 これらのオプシ ョ ンはチェイン ページにあります。 

デフォルト を前回操作から取得 

ツールパス ページにあるデフォルトを前回操作から取得オプシ ョ ンを使用すると、 新たに操作を作成する際

に、 同タイプの前回操作からデフォルト を引っぱって く ることができます。 適合する操作がない場合には、 パ
ラ メータはデフォルト  ライブラリからのものが使用されます。 このオプシ ョ ンはデフォルトでオンになってい

ます。 この機能は従来は PrmDef C-Hook で提供されていたものです。

無効時には、 新しい操作のパラメータはデフォルトのライブラリから引っぱられます。 
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SOLIDWORKS からスケッチ データをインポート  

SOLIDWORKS ファイルからスケッチ データをインポートできるようになっています。

システムコンフ ィグ ダイアログボックスの変換ページにある SOLIDWORKS ファイルからスケッチをイン

ポートオプシ ョ ンを選択することによって、 この情報を自動的に取り込むことができます。 

また、 SOLIDWORKS ファイル パラメータ  ダイアログボックスからスケッチをインポートするオプシ ョ ンを

選択することで、 SOLIDWORKS ファイルを開く際にこの情報をインポートするように設定することもできま

す。 ファイルパラメータ  ダイアログボックスは、 開く ダイアログボックスにあるオプシ ョ ンボタンを選択する

と表示されます。

スケッチデータを Mastercam へとインポートするには SOLIDWORKS が必要となります。
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新しい表示設定ページ

システムコンフ ィグ ダイアログボックスの画面ページ配下に表示設定ページが追加されています。 このページ

には従来は画面ページにあったものが移動しています。 

ダイナミ ック回転時にビューにスナップする設定が追加されています。 ダイナミ ック回転中にパーツを自動的
にビューにスナップさせるために、 このオプシ ョ ンを選択します。 パーツの回転中は、 設定されている （角
度） 公差でビューにスナップします。 

画面ページの強化部分

画面ページが以下のように変更されています。

 ツールパスを表示するオプシ ョ ンが選択されているとツールパスが表示され、 選択されていないと

ツールパスは非表示になります。

 ソリ ッ ド / サーフェイスに点描表示を使用オプシ ョ ンは自動強調表示状態のサーフェイスや選択されて

いるサーフェイス上に点描のオーバーレイ効果を表示し、 選択されていない時は点描効果をオフにし
ます。

 パーツ情報の表示オプシ ョ ンはビュータブ上に新たに軸を表示ボタンが追加されたため、 削除されま

した。

 ビューポート XYZ軸を表示するオプシ ョ ンはビュータブ上に新たに座標軸を表示ボタンが追加されたた

め、 削除されました。 

座標軸とテキストの表示倍率オプシ ョ ンを使う ことで、 座標軸、 座標軸のラベル、 画面上の文字や倍率インジ
ケーターの大きさを変更することもできます。 選択バーとクイックマスク  コン ト ロールの表示を調整するに
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は、 選択コン ト ロールの不透明度スライダーを使用します。 これらのオプシ ョ ンは 4K モニターの使用時に特

に便利です。

 工具色の設定

色設定ページで工具上の各セクシ ョ ンに対して異なる色を設定できるようになっています。 これらの設定は工
具ウィザード上で工具がどのように表示されるかをコン ト ロールします。 
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ソリ ッ ドのプレビュー オプシ ョ ン

履歴をベースとするすべてのソリ ッ ドに対して自動プレビューをオン / オフすることができます。 ソリ ッ ド  プ
レビューをデフォルトでオンにするオプシ ョ ンはソリ ッ ド  ページにあります。

ビューシートの強化部分

平面からブックマークを作成、 保存

ダイナミ ック平面と新規平面のダイアログボックスに 2 つのオプシ ョ ンが追加されています。 ビューシートを

作成は、 ダイアログボックスからの退出時に、 平面と同じ名前の付いたビューシート を自動的に保存します。
ビューシート を作成が有効になっている時にはブックマークを保存オプシ ョ ンが使用可能となり、 それを選択
すると新し く作成されるビューシートにブックマークが 1 つ保存されます。 

複数のビューシート を削除

複数のビューシート を選択し、 それら自体やそのブックマークを削除することができるようになっています。
[Ctrl] キーを押した状態でビューシート を選択してから右クリ ックし、 メニューからビューシート を削除、 あ

るいはビューシート  ブックマークを削除を選択して く ださい。
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「メ イン」 ビューシートの概念を削除

「メイン」 ビューシート という ものがな く なっており、 ビューシートの制限が緩和されています。 ブックマー
クはどのビューシートにも追加できるようになっており、 ビューシートの順番も必要に応じて変えることがで
きます。 

ただし、 アクテ ィブなビューシートが 低でも 1 つは存在しなければなりませんので、 後に残ったビュー

シートは削除できません。

Zip2Go の強化部分 

Zip2Go の強化部分には以下のものがあります。 

 Zip2Go （.z2g） フ ァイルがグラフ ィ ッ ク画面上にド ラッグ & ドロップすることで開けるようになってい

ます。

 コンフ ィグという メニュー名が 「オプシ ョ ン」 に変わっており、 ファイルメニューに移動しています。

オプシ ョ ンを選択するとオプシ ョ ン ダイアログボックスが開き、 ファイルやフォルダの設定を変更で

きます。 
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DESIGN の強化部分

ボックス境界の中心点

中心点オプシ ョ ンが、 ボックス境界の中心に点を作成するだけでな く、 ボックス境界の各面に図形を作成する
ようになっています。 この変更点は長方形のボックス境界にのみ適用されます。 

円筒形のボックス境界では、 点オプシ ョ ンを使用すると円筒の 2 つの平らな面の中央に点が作成され、 中心点

オプシ ョ ンは中心に点を作成します。

製図の強化部分

製図のフォーマッ ト設定

チルダ キー [~] を押してから既存の寸法文字を選択することで、 既存の寸法のフォーマッ ト を新しい寸法へと

適用することができるようになっています。 
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注釈と寸法の両方の文字高さを編集

製図機能パネルの基本設定タブにある高さを選択することでアクセスできる高さダイアログボックスに、 寸法
と注釈に適用オプシ ョ ンが追加されています。 このオプシ ョ ンを使う と、 寸法と注釈の両方の高さを同時に変
更することができます。 
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平面選択の強化部分 

平面選択ダイアログボックス上にある X、 Y、 Z オプシ ョ ンが強化されており、 機能性、 精度、 効率性が向上

しています。 

1. スピン コン ト ロールが追加されました。

2. 点選択ボタンが追加されました。 グラフ ィ ッ ク画面からオート カーソル位置を選択するためにこのボタ
ンを使用します。 選択した位置の X、 Y、 Z 値が対応するフ ィールドへと入力されます。

3. 作図深さボタンが追加されました。 現在の Z 深さの値を X、 Y、 Z フ ィールドへとコピーするためにこの

ボタンを使用します。 
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ソリ ッ ドの強化部分 

分解の強化部分 

分解のユーザー インタフェースが改良されており、 設計作業をサポート します。 

配置オプシ ョ ン
ボディを自動配置するチェ ックボックスが 3 つのラジオボタンに変わっています。 

自動とマニュアルのオプシ ョ ンに加えて、 分解後のボディをレイアウト  レベルの原点に配置できるようにも

なっています。 このオプシ ョ ンでは任意のレベルの原点にボディを配置することができますが、 レベルはソ
リ ッ ドボディごとにしか加算できません （厚みごとには加算できません）。 

アンド ゥ
アンド ゥが一度に 1 つのソリ ッ ドボディにではな く、 一度にすべてのソリ ッ ドボディに適用されるようになっ

ています。

ビューシートのサポート
ボディのレベルごとにビューシート を作成するには、 レベルごとにビューシート を作成にチェ ックを入れま
す。 結果のボディは新しいビューシートへと移動、 あるいはコピーされ、 新しいレベルでブックマークされま
す。 

履歴が除去された後も名前を維持

履歴が除去された後にもソリ ッ ドボディの名前が変わらな く なりました。 
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適化 

モデル準備タブの修正グループにあるソリ ッ ド単純化ドロップダウン配下の 適化は、 エッジの精度を向上さ
せ、 ブレンドを認識して 適化することによって、 インポート されたソリ ッ ド （ボディ全体、 または個々の
フェイス） を自動修復します。 修復されたソリ ッ ドに作成されているツールパスは、 フェイスとの関連性を保
持します。 

ソリ ッ ド  フェイス色を選択

フェイスを変更機能やフ ィーチャを設定機能に入っている時に色ダイアログボックスの選択ボタンをクリ ック
し、 ソ リ ッ ド フェイスを選択することによって、 色番号を取得できるようになっています。

ソ リ ッ ドの前処理

サーフェイスタブにあるソリ ッ ドから面作成機能にソリ ッ ドを前処理オプシ ョ ンが追加されており、 ソリ ッ ド
フ ェイスからサーフェイスへの変換処理を支援します。 

Mastercam はボディのコピーを作成し、 先にそれを処理してからサーフェイスを作成します。 前処理が行われ

たボディは変換後に削除され、 オリジナルのボディは影響を受けません。 

微小フェイスを修復

微小フェイスを修復は、 ( 履歴のない ) ソリ ッ ドボディ をアナライズし、 スパイク、 割れたフェイス、 ひねっ

たエッジや裂け目といった微小な要素が検出されたかどうかをレポート します。 こ ういった問題が見つかった
場合には、 ソリ ッ ドを修復するためのオプシ ョ ンを選択することができます。 
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ソリ ッ ド押付け

ソリ ッ ド押付けは、 押出し操作とブーリアン操作を作成する必要な く電極形状を自動的に作成する機能です。
ソリ ッ ド押付けは、 選択された閉じたボディ とは逆の形状を作成します。 

押付けを作成するには、 平面的なワイヤーフレーム チェインを選択して く ださい。 そうすると、 そのチェイン

がソリ ッ ドボディへと投影されます。 ワイヤーフレーム チェインは選択されたソリ ッ ド上の一番低いフェイス

まで、 あるいは選択されたフェイスまで投影されます。 

変形移動の強化部分 

ダイナミ ック変形移動がオート カーソルをサポート

ダイナミ ック変形移動での図形の回転中に、 オート カーソルで水平、 垂直、 正接の位置をスナップすることが
できるようになっています。 これらのオプシ ョ ンは、 平面が作図平面と等しい場合にのみ使用できます。

これらのオプシ ョ ンを使用するには、 移動したい図形を選択してから右クリ ックし、 オート カーソルを選択し
てオート カーソル設定ダイアログボックスを開いて ください。 接するや水平 / 垂直を選択してスナップ オプ

シ ョ ンを有効にして ください。 

選択図形を回転させると、 下図のように水平方向、 垂直方向、 あるいは他の要素との正接位置にスナップしま
す。
56



What’s New in Mastercam 2017—Design の強化部分
正接にスナップ

水平にスナップ
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垂直にスナップ

ダイナミ ック座標軸編集

移動を使用している時のダイナミ ック座標軸に、 図形の編集と座標軸の移動を切り替えるボタンが追加されて
います。 

図形モードを使った要素の移動 :

座標軸モード

図形モード
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座標軸モードを使った座標軸位置の編集 : 

変倍

変倍に自動中心オプシ ョ ンと倍率計算機能が追加されています。 

自動中心は変倍機能の中心を選択されている図形の中心に移動します。 このオプシ ョ ンが選択されていない時
は、 変倍の中心はデフォルト （0, 0, 0） に戻ります。 

倍率計算機ダイアログボックスは倍率の係数を計算します。 ベース値と結果値を選択して ください。 そうする
と、 結果をベースで割ることによって倍率が算出されます。 
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例えば、 ベースに 3.4、 結果に 5 を入力すると、 1.47 という倍率が自動的に計算されます。 図形を選択するこ

とで、 ベースと結果を定義することもできます。 ある円を別の円と合うように倍率変更する必要がある場合に
は、 Mastercam がその計算をして くれます。

ス ト レッチ

Mastercam の単一軸の矢印コン トロールを使って図形をダイナミ ックにスト レッチすることができるように

なっています。 移動したい要素をウィンドウで選択してから、 グラフ ィ ッ ク画面上で各矢印を個別に動かすこ
とで X、 Y、 Z 軸方向にストレッチして ください。 
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ワイヤーフレームの強化部分

ユーザー インタフェースの変更

これまでは横長のリボンバーを使用していたほとんどの機能が、 Mastercam 2017 の機能パネルへと移動して

います。 インタフェースの見た目と使用感はソリ ッ ドのインタフェースと同じものになっており、 機能パネル
とグラフ ィ ッ ク画面の両方で同時に作業できます。 

曲線からのスプライン作成にシャープコーナー スムージングを追加 

曲線からのスプライン作成機能にシャープコーナー スムージングオプシ ョ ンが追加されています。 シャープ

コーナー スムージングは、 ブレンド距離に基づいて、 作成されるスプライン セグメン ト をブレンド します。 
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点で分割

ワイヤーフレームタブのト リム / 分割 / 延長にあるこの機能は、 図形上の選択したポイン トで要素を分割する

ことができます。

点と直線のダイナミ ックが 2 つの機能に分かれた

点と直線のダイナミ ック機能が点 ダイナミ ックと直線 法線という 2 つの機能に分かれています。 

点 ダイナミ ック機能は、 ワイヤーフレーム要素、 サーフェイスやソリ ッ ド上に点を作成するために使用しま

す。 直線 法線機能は、 画面上にある任意のサーフェイス、 あるいはソリ ッ ド フ ェイスに直角な直線を作成する

ために使用します。 

スプライン修復

節点自体や節点でのシャープコーナーが多すぎる、 定義がうま くいっていないスプラインを作り直すためにこ
の機能を使用します。 スプライン修復は、 節点を減らしつつその間隔をより一定にすることで、 滑らかなスプ
ラインを作成します。

シャープコーナーが自動的に検出され、 より滑らかなものになるようにブレンド されます。 検出角度フ ィール
ドの値を変更することで、 円滑化のために認識させるコーナー角度を調整することができます。

逃がしフ ィ レッ ト  スタイル 

逃がしオプシ ョ ンが要素フ ィ レッ ト機能に追加されています。 この機能では片方の要素のみにクリアランスを
設けることができます。 従来のクリアランス フ ィ レッ トだと 「ほぞ」 の外側フェイスから見えてしまう場合

に、 この逃がしフ ィ レッ トが有効です。
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アン ト リム スプライン

旧バージョ ンの Mastercam では C-Hook となっていたアン ト リム スプラインがワイヤーフレームタブ上の機

能となっています。 この機能は、 選択されているすべてのスプラインと NURBS 曲線を ト リム前の状態に戻し

ます。

文字作図の値を維持

文字作図機能で入力した高さとピッチの値がセッシ ョ ン間で維持されるようになっています。 
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工具の強化部分 

工具メーカーとグレードの追加と削除

ウィザード形式のダイアログボックスとスタンドアロンの工具マネージャのプロパティ  グリ ッ ドの両方で、 工

具の作成時や編集時に、 メーカー名と工具グレードをライブラリへと追加できるようになっています。 新しい
名前を追加するには、 メーカー名と工具グレードの隣にある緑色のプラス ボタンをクリ ックして く ださい。 
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すでに追加されている名前を選択するには、 メーカー名と工具グレードのドロップダウン リス ト を展開して く

ださい。 リス トから名前を編集、 あるいは削除するには、 名前の右にあるボタンを使用して ください。

カスタム工具の表示

CAD ファイルからインポート したカスタム輪郭やパラメータ  プロパティ を使用して、 工具を定義することが

できます。 パラ メータの値はツールパス計算に使用され、 特に複雑なミーリング操作に対するパフォーマンス
が向上します。 カスタム輪郭を指定した場合、 その形状はスト ックモデルの生成やシミ ュレーシ ョ ンの衝突
チェ ックに使用されます。 
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両方の輪郭を表示できるようになっており、 見比べることができます。 デフォルトではカスタム輪郭が 3D の

シェーディング状態でレンダリング表示され、 その上にパラメータ設定による輪郭が破線で表示されます。 

 パラメ ト リ ッ クの工具をレンダリング表示し、 その上にカスタム輪郭を重ねて表示するには、 下図のオプシ ョ

ンを選択して ください。

Mastercam 工具をレンダー インポート された工具をレンダー
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高送り工具タイプ 

 Mastercam が高送り加工の工具タイプに対応しました。 

パラメータ設定では必要な形状を定義できない場合や、 工具メーカーから 2 次元の CAD ファイルで輪郭デー

タが提供されている場合には、 インポート  オプシ ョ ンを使用してカスタムの高送り工具を定義して く ださい。

3 次元 STEP ファイルのインポート

STEP モデルをインポート して、 カスタム工具やカスタム ホルダーの定義を生成することができるようになっ

ています。 インポートする STEP ファイルを選択するには、 ファイルからカスタム図形をインポート し、 リン

クを選択して ください。 
68



What’s New in Mastercam 2017— 工具の強化部分
工具アセンブリ名の NCI パラメータ

20020 NCI 行にホルダーの名前、 20021 NCI 行にアセンブリの名前がそれぞれ入るようになっています。 これ

らのパラメータは、 ポストプロセッサーや SET ファイルを含むその他のあらゆる ASCII NCI ファイルのクラ

イアン トでアクセスすることができます。 
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全長

ホルダー ウィザードでのホルダーの作成中に、 グラフ ィ ック表示の左上にホルダーの全長が表示されるように

なっています。

類似工具の警告

類似する工具を追加する際に、 このダイアログボックスを表示しないようにすることができます。 このオプ
シ ョ ンはその Mastercam セッシ ョ ンにのみ適用されます。
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ねじピッチ

ねじ切り ミル ツールパスを使って単一ポイン トのねじ加工をする際には、 ねじピッチを上書きできるように

なっています。

 ねじ切り ミル ツールパスの切削パラメータ  ページにある、 

 有効歯数パラメータは、 選択されている工具がねじ切り ミルの場合、 無効になります。 

 ねじピッチパラメータは、 選択されている工具がねじ切り ミルで、 有効歯数が 1 より大きい場合、 無効

になります。 

 その他のケースでは、 両方のフ ィールドが有効になります。 
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工具リストの強化部分

列の表示 

工具リスト上の列見出しを右クリ ックして、 列の表示 / 非表示を切り替えることができるようになっています。

表示モード設定

工具リスト内に表示する項目を工具、 アセンブリ、 両方から選択することができる表示モードの設定が維持さ
れるようになっています。 これらの設定は各ダイアログごとに個別に保存され、 セッシ ョ ン間で維持されま
す。 
72



What’s New in Mastercam 2017— 工具の強化部分
工具移行の警告

Mastercam 上の工具マネージャでライブラリから工具を選択する際、 古いファイル形式を開いて読み込むこと

ができます。 ただし、 ライブラリに変更を加えよう とすると、 旧バージ ョ ンの Mastercam ではそのファイル

を開けな く なるという警告が表示されます。

工具突出し

工具アセンブリをグラフ ィ ッ ク画面に表示して編集できるようになっています。 Mastercam 内の工具マネー

ジャ上、 ツリー形式のツールパスの工具ページ上、 あるいはタブ形式のツールパスのツールパス パラメータ  
タブ上で工具を右クリ ックして、 突出し量編集を選択して ください。 
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加工しよう と しているパーツに対して工具アセンブリがどのように見えるかを確認することができます。 突き
出し部分をクリ ックしてから配置したい場所をクリ ックすることで、 グラフ ィ ッ ク画面上の任意の場所にアセ
ンブリを移動できます。 
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アセンブリを編集するには、 アセンブリを選択してから値を入力するか、 ルーラーを使用してご希望の長さま
で上下にドラッグして ください。 平面マネージャの中で工具平面を変更すると、 それに追従して工具も変わり
ます。 
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MILL 強化部分

2D の強化部分

ダイナミ ック加工の見通しアプローチ

ダイナミ ック加工ツールパスのマイクロリフ トが、 障害物のない領域を通って工具を移動させるために、 見通
しアプローチを使用するようになっています。 下に列記されているのは、 この変更によって得られる改善点の
一部です。

 マイクロリフ ト中の動作がより効率的かつシンプルなものになり、 移動距離が短く なります。

 作成される動作数が少な く なり、 NC ファイルのサイズが小さ く なります。

 機械での加工時間が短縮されます。

領域チェインのプレビュー

 ダイナミ ック加工とキャビ加工のツールパスで、 加工領域、 エア領域及び制限領域をプレビューできるように

なっています。 チェインを選択した後にチェイン プレビューのボタンをクリ ックすると、 グラフ ィ ック画面上

でチェインが確認できます。

表示チェインの色を変更することで、 加工領域、 エア領域、 制限領域を見分けやすくすることもできます。 こ
れらの色は、 システムコンフ ィグ ダイアログボックスの色ページやチェインオプシ ョ ン ダイアログボックス

の色ボタンから変更できます。

ツールパス プレビュー

ウィンドウを閉じてツールパスの生成、 または再生成を行う前に、 グラフ ィ ッ ク画面上で以下の 2D 高速ツー

ルパスをプレビューすることができるようになっています。 

 ダイナミ ック加工

 キャビ加工

X9 2017
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 ダイナミ ック輪郭

 ピール加工

 ブレンド加工

プレビューのオン / オフを切り替えるには、 左上コーナーにあるボタンをクリ ックして く ださい。 ツールパス

に対して工具を割り当てておかないと、 プレビューは表示されません。

3D の強化部分

大スト ック接触

3D HST 仕上げツールパス （平坦部加工とペンシル加工は除く ） のスト ック  ページにある 大スト ック接触オ

プシ ョ ンを使用すれば、 あらかじめ作成しておいたスト ックモデルを選択し、 大深さを設定することによっ
て、 未加工の素材と刃物が接触する深さを制限することができます。 特に中仕上げの工程に便利です。 
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適化されたラスター動作

HST ラスターの切削パラメータ  ページにある直角に埋めるオプシ ョ ンは、 切削ピッチの 1.4 倍という距離を

基準としてラスター パスを抑制し、 その抑制された領域を直角のラスター動作で埋めることによって結果をき

れいなものにします。 

スキャロップの処理時間

3D HST スキャロップの処理時間が短縮されており、 ツールパスの再生成が早く なっています。

直角に埋める : オフ 直角に埋める : オン
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スト ックで ト リム / 取残し素材ページの変更 

統合 / 整理の一環として、 ス ト ックで ト リムと取り残し素材のページ名がスト ックに変わっており、 ツールパ

スのツリー内での表示位置が一段上に移動しています。

さらに、 壁とフロアーの仕上げ代オプシ ョ ンが切削パラメータページからな く なり、 ス ト ッ ク  ページの配下に

新たに追加された仕上げ代という名前の専用ページに移動しています。 

複合軸の強化部分

角度ピッチ

これまでは常に 2 度に固定されていたセーフティーゾーンの角度ピッチ値が指定できるようになりました。
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複合軸ド リル

複合軸ド リルに以下を含む新しい機能が追加されています。

 ド リルの加工深さに直線の長さを使用

 選択図形との関連性、 図形を可視にする必要がない

 スト ックモデルからスト ックの深さと上面を定義

 穴軸の機能を使ってソリ ッ ド内の穴を選択

 選択された点、 直線、 または穴を基準に値をリンク  

インタフェースの変更とツールパスの統合

複合軸ツールパスが統合されており、 どれを選択すればいいのか分からないぐらい数が多かった選択肢が減っ
ています。 以下のツールパスが統合、 あるいは名称変更されています。

以下のツールパスは削除されています。

 キャビテ ィ  チルト曲線

 キャビテ ィ衝突コン ト ロール曲線

 投影

 インペラーブレード  スワーフ仕上げ

 インペラ  フロアー面

 インペラ  フロア面 - チルト曲線なし

 ブレード底部加工

 4+1 軸電極加工

ツールパスは現在、パターンとアプリケーシ ョ ンのツールパス タイプにグループ分けされています。パターン 
ツールパスは、 パーツを加工するためにさまざまな方法で使用できる、 汎用的なツールパスとなっています。
アプリケーシ ョ ン ツールパスは、 特定の加工課題を解決するように作られており、 作業工程の一部が自動化さ

れています。

X9 2017

2 曲線間でモーフ ィ ング

モーフ ィング
2 サーフェイス間でモーフ ィ ング

複数の曲線に平行

走査線サーフェイスに平行

平行切削

曲線に沿って切削 曲線沿い
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Mastercam X9

Mastercam 2017

点と直線の関連性 

工具軸制御に選択された点と直線が、 それらを使用しているツールパスと関連付く ようになっています。 これ
らの要素が選択されていると、 点、 直線、 詳細オプシ ョ ンの下位項目は削除されます。

点ソート

複合軸ド リルとサークルミル ツールパスで点ソートが使用できるようになっています。 ソート設定へとアクセ

スするには、 ド リル点選択ダイアログボックスからソート を選択します。 ツールパス パラメータからソート  
オプシ ョ ンを変更することも可能です。 2D/3D のツールパスで使用できるものと同じソート  オプシ ョ ンが、 複

合軸ツールパスでも使用できるようになっています。 

粗取りページの統合

共通するオプシ ョ ンすべてが 1 つのページ上で利用できるように、 粗取りページが圧縮されています。 切込み

切削、 追込みパス、 モーフ ィング ポケッ ト及びソートが粗取りページで設定できるようになっています。 

ロータ リー アドバンス

Mastercam の複合軸パッケージに新しい 4 軸ツールパス 「ロータ リー アドバンス」 が追加されました。 この

パワフルなツールパスでは、 壁面、 ハブ面、 シュラウド面を使って工具動作をコン ト ロールできます。 ス ト ッ
82



What’s New in Mastercam 2017—Mill 強化部分
クの定義、 パーツ図形の選択、 衝突コン ト ロール オプシ ョ ンの設定、 リンク動作の調整を行う ことで、 複雑な

パーツにもすばやく ツールパスを作成することができます。 

スト ック  ページの統合

さまざまな方法があったスト ック選択の仕様が変更されており、 ワークフローと選択方法が統一されていま
す。 スト ッ クで ト リム、 取残し素材、 スト ッ ク定義のページの名称がスト ックという ものに変わっています。
スト ッ クのオン / オフを切り替えると、 3 軸のツールパスと同様にアイコンが表示されるようになっています。

スト ッ ク  ページで JOB 設定オプシ ョ ンを選択することによって、 マシングループ プロパティのダイアログ

ボックスで定義されているスト ックを使用できるようになっています。 
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LATHE の強化部分

ソリ ッ ドボディの整列 （Lathe）

この機能は Lathe に追加されており、 旋盤加工の準備としてソリ ッ ドモデルの位置を調整する作業を単純化す

るものとなっています。 同じ機能が Mill-Turn にも追加されています （91 ページの 「ソ リ ッ ドボディの整列

（Mill-Turn）」）。

パーツの回転中心を定義してから適切な図形を選択します。 そうすると、 Mastercam のビューがアイソ メに変

わり、 ダイナミ ック座標軸を使って原点を調整することができます。 

その後、 パーツを現在の位置から動かさずに WCS を作成するか、 あるいはパーツを指定した平面へと変形移

動するかを選択することができます。 

この機能は、 下図の Lathe 旋削コンテキスト  タブにあります。 

チップ切断

切り くずの分断をいつ行うかを指定するための新しいオプシ ョ ンとダイアログボックスが、 Lathe 粗取り と

Lathe 輪郭粗取りのツールパスに追加されています。 それぞれ粗取りパラメータと輪郭粗取りパラメータのタ
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ブにあります。 ダイアログボックスを開くには、 チェ ックボックスを選択し、 チップ切断をクリ ックして くだ
さい。 

 アルミやプラスチックのように巻きつきやすい素材を加工する際に便利で、 距離と時間の条件、 退避やドウェ

ルのオプシ ョ ンを設定することができます。 

チップ切断 : オフ
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チップ切断 : オン

Lathe 平面の強化部分 

Lathe 操作での工具平面、 原点、 表示モードの選択作業が簡素化されています。 ツールパス パラメータのタブ

にあった座標ボタンがな く なっており、 その機能のすべてが軸組み合わせ / 主軸原点ダイアログボックスに移

動しています。 

X9

2017
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新し く なった軸組み合わせ / 主軸原点ダイアログボックスでは、 使用可能な工具平面がフ ィルタ リングされ、

選択されている軸組み合わせに対して向きが正しい平面のみが表示されます。

主軸原点のリスト内で右クリ ックすることで、 新しい工具平面の作成や工具平面名の変更も行えます。 

表示モード

Mastercam には、 半径値と直径値で作業することができる Lathe 作図平面がそれぞれ用意されています。 作図

平面は図形作成のための描画モードに影響します。 表示モードにも影響し、 ホームポジシ ョ ンやリファレンス
点などの項目の入力フ ィールドが変化します。
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操作内で特定の平面が使用されている時に、 データを直径と半径のどちらで入力すべきなのかを簡単に確認す
ることができるオプシ ョ ンが、 軸組み合わせ / 主軸原点ダイアログボックスに追加されています。 

デフォルトの表示モード設定は、 初に Lathe ツールパスを作成する際に選択されている作図平面によって決

まります。 平面が直径値の Lathe 平面に設定されている場合には、 軸組み合わせ / 主軸原点ダイアログボック

ス上の設定も直径になります。 

旧バージョ ンの Mastercam ファイルを開く と、 旋盤操作内で使用されているそれぞれの平面の設定が維持さ

れます。 その表示モードは変更が可能です。 

旋盤スト ックモデルの強化部分

旋盤のスト ックモデル操作で、 Mill の操作を使って旋盤スト ック境界を操作できるようになっています。 

Lathe 操作オプシ ョ ンを使用することで以前の Lathe 操作をスト ック形状のソースとして選択することがで

き、 その工程に含まれているスト ック境界が読み取られます。 

スト ック境界を作成オプシ ョ ンでは、 スト ッ クモデルの回転プロファイルを使用することで、 新たな Lathe ス

ト ック境界を作成することができます。 
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B 軸旋削操作の TNRC 設定

工具角度ダイアログボックスの中に、 従来は Mill-Turn の操作でしか利用できなかったオプシ ョ ンが新たに追

加されています。 このダイアログボックスを開くには、 ツールパス パラメータ  ページにある工具角度ボタン

を選択して ください。 

このオプシ ョ ンでは、 工具がどの象限に取り付けられているかを Mastercam に教えます。 ツールパスの作成

中に工具の制御ポイン トが思った通りの場所になっていない時には、 このオプシ ョ ンを使って切り替えること
ができます。 切削方向を手動で定義にチェ ックを入れ、 実際の機械上に工具を取り付けている方法と合ったオ
プシ ョ ンを選択して ください。 
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MILL-TURN の強化部分

ソリ ッ ドボディの整列 （Mill-Turn）

Lathe に追加されたソリ ッ ドボディの整列機能 （85 ページの 「ソリ ッ ドボディの整列 （Lathe）」） が Mill-Turn
でも使用できます。 この機能は JOB 設定の一部として追加されており、 軸の傾いたワークを加工する際の

WCS の設定を簡素化します。 

この機能は Mill-Turn の旋削コンテキスト  タブにもありますので、 JOB 設定をした後に別のソリ ッ ドを処理す

ることができます。 

machine ファイル内のアプリケーシ ョ ン ガイド

各機械での工具セッ トアップ、 トークン設定やその他の役立つ情報が記載されている分かりやすいアプリケー
シ ョ ン ガイドが、 すべての Mill-Turn マシン ソリューシ ョ ンに含まれています。 アプリケーシ ョ ン ガイドは

PDF 形式で提供されており、 machine ファイルの一部となっています。

お持ちのマシンのアプリケーシ ョ ン ガイドを開くには、 Code Expert 上のホームタブにあるマシン アプリケー

シ ョ ン ガイドを選択して ください。 
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JOB 設定の強化部分

位置を変更した時の処理を改善

パーツ突出し、 掴み換え位置、 つめ寸法などの値を変更しても、 関連図形が削除、 再作成されることはな く
なっています。 操作を再生成すると、 マシングループ内の JOB 設定や操作に関連づいているすべての図形が

新しい位置へと移動します。 

複雑なパーツ図形の処理を改善

JOB 設定が変形移動のような処理を行うようになっており、 選択されたパーツ図形や回転プロファイルは

JOB 設定作業が完了した時に作成されます。 設定作業中は、 ワイヤーフレーム表示が使用されます。 これによ

りパフォーマンスが向上します。 

マシンファイルのバージ ョ ン プロパティ

Mill-Turn マシンファイルに （マシンの開発者によって設定される） バージ ョ ン情報を追加しました。 この情報

は、 Windows のファイル プロパティからアクセスできます。 

複数起動と複数のマシングループをサポート

Mastercam Mill-Turn は複数起動と複数のマシングループをサポート しています。 各 Mill-Turn マシングループ

が個々のセッシ ョ ンの Code Expert 及びシミ ュレーシ ョ ンと一対になります。 
92



What’s New in Mastercam 2017—Mill-Turn の強化部分
タレッ トのマルチステーシ ョ ン工具ロケーター

Mill-Turn がタレッ トに使用するマルチステーシ ョ ンの工具ロケーターとハーフインデックスをサポート してい

ます。 工具ロケーターの位置は、 デザインが変更となったタレッ ト設定画面で設定します。 インデックス位
置、 取り付け位置、 そしてハーフインデックスを使用するかどうかなど、 い くつかのオプシ ョ ンに情報を入力
して ください。

工具ロケーター コンポーネン トは使用可能なアタ ッチメン ト位置に取り付けることができるようになっていま

す。 工具ロケーター内のステーシ ョ ンを個別に定義するためのオプシ ョ ンが利用できます。 突き出し量を調整
するためのフ ィールド も用意されています。
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工具セッ トアップ マネージャのデザインが変更されており、 ワークフローと使いやすさが向上しています。

 フ ィルター設定により リス ト内に表示される項目を減らすことができ、 見やすく できます。

 工具ロケーター コンポーネン トにツールチップが追加されており、 情報の確認が容易になっています。

 工具セッ トアップ マネージャ内でも、 右クリ ック メニューから工具編集を選択することによって工具

を編集できます。 

 マシンのツーリング セッ トアップに取り付け可能なインデックス位置が追加されており、 工具をロー

ドすることができる使用可能なロケーターとステーシ ョ ンが確認できます。 これを自動で行うには、
全ての工具を除去し再読込みボタンを使用して ください。

 ロード されている工具をステーシ ョ ン間でドラ ッグ & ドロップして、すばやく簡単に位置を変更するこ

とができます。

 表示リスト内の右クリ ック メニューを使用して、 コンポーネン ト をグラフ ィ ッ ク画面で確認できます。 
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工具セッ トアップ マネージャの内容はマシン シミ ュレーシ ョ ンへと直接反映され、 工具ロケーター、 ステー

シ ョ ンや取り付けられた工具を確認することができます。

参照位置の強化部分

複数のリファレンス点復帰位置が使用可能

Mastercam Mill-Turn は、 大 8 つのリファレンス点復帰位置を使用することができるオークマ Multus などの

機械で、 複数のリファレンス点復帰位置をサポート しています。 複数のリファレンス点復帰位置が使用できる
場合には、 デフォルトで使用するものを出力系統ごとに 1 つ選択できます。 また、 NC プログラム上に出力す

る文字列を定義することもできるようになっており、 NC ファイル上の出力を変更せずに参照位置の名前を

ローカライズすることができます。 

POCO にオプシ ョ ンのデフォルト参照位置を追加

Mastercam Mill-Turn の掴み換えと切り落とし （POCO） 処理が、 移動処理に使用するデフォルト参照位置をサ

ポート しています。 この機能は、 掴み換える側の主軸が移動した後にはデフォルトのリファレンス点復帰位置
が使用できな く なるような機械に便利で、 タレッ トの工具交換に対して安全な位置を定義して使用することが
できます。 
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同期マネージャのビュー設定オプシ ョ ン 

同期マネージャの右クリ ック メニューにある表示オプシ ョ ンが拡張されており、 ウィンドウ ズーム、 アンズー

ム 80％、 ダイナミ ック回転がサポート されています。 

Mastercam X9 Mastercam 2017
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