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基本事項



基本事項 | このマニュアルについて

このマニュアルについて
この説明書の対象は、StateMonitor のバージョン 1.2.x です。
変更を希望される場合やタイプミスを発見した場合
弊社では常にお客様のために、説明書を改善する努力をしていま
す。 変更のご希望などがございましたら、次の E メールアドレス
までご連絡ください：
tnc-userdoc@heidenhain.de
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基本事項 | 表記上の規則

表記上の規則
本説明書では、以下の表記上の規則を使用します：

表示 意味

... 操作手順を示します
例：

「保存」ボタンをクリックします
... 操作の結果を示します

例：
StateMonitor に、すべての作成済みのユー
ザーが表形式で表示されます。

... リストを示します
例：
エラーグループ：

加工
プログラミング
PLC
一般事項

太字 次のものを示します。
メニュー
タブ
ボタン
機能

例：
「設定」メニューに切り替えます
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基本事項 | 法律に関する注意

法律に関する注意
StateMonitor ソフトウェアの使用に
は、DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH のライセンス条件が適
用されます。
StateMonitor のコンポーネントの中には、znt Zentren für Neue
Technologien GmbH (Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald)
が著作権を有するものがあります。これらのコンポーネントは、全
世界で著作権保護の対象となっています。これらのコンポーネント
またはその一部を権限なしに複製、使用、販売することは、許可さ
れておらず、民法上の処罰の対象となる場合があります。
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor には、特殊な使用条件が適用されるオープン
ソースのソフトウェアが含まれています。これらの使用条件
は、StateMonitor のライセンス条件に優先します。
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1
セキュリティとデー

タ保護



セキュリティとデータ保護 | 使用されている注意の表記1

使用されている注意の表記
安全上の注意事項
本取扱説明書および機械メーカーの説明書の安全上の注意事項には
すべて従ってください。
安全上の注意事項は、ソフトウェアおよびデバイスの使用にあたっ
て発生し得る危険について警告し、その発生を防ぐためのヒント
を示します。 警告文は、危険度によって以下のように分類されま
す。

危険
危険：人に対する危険を示します。 危険を回避するための指示
に従わない場合、確実に死亡事故または重傷事故につながりま
す。

警告
警告：人に対する危険を示します。 危険を回避するための指示
に従わない場合、死亡事故または重傷事故につながることが予
想されます。

注意
注意：人に対する危険を示します。 危険を回避するための指示
に従わない場合、軽傷を負うことが予想されます。

注意事項
注意事項：物またはデータに対する危険を示します。 危険を回
避するための指示に従わない場合、物的損害が発生すると予想
されます。

注意情報
ソフトウェアを正常かつ効率的に動作させるため、本説明書の注意
情報に従ってください。
本説明書には、次のような注意情報が含まれています。

この記号はヒントを表します。
ヒントでは、重要な補足情報を提供します。

歯車の記号は、記載された機能がたとえば次のように機
械によって異なることを示しています：

ご利用の機械で必要なソフトウェアまたはハード
ウェアオプションを使用する必要があります
機能の動作は構成可能な機械の設定により異なりま
す

本の記号は、ご利用の機械メーカーやサードパーティな
どの外部文書へのクロスリファレンスを表します。
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セキュリティとデータ保護 | 使用上の決まり

1.1 使用上の決まり
StateMonitor ソフトウェアは、目的の用途でのみ使用することが
できます。
StateMonitor は、機械データを中央評価し、エラーをすばやく認
識することで機械能力の効果的な利用を実現します。
StateMonitor を使用する企業は、StateMonitor を意図された用
途に使用することに対し責任を負います。
個人データおよび通信回線は、データ保護の対象となります。 別
の用途に使用したり、第三者によるアクセスを許可することはでき
ません。

1
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セキュリティとデータ保護 | データセキュリティ1

1.2 データセキュリティ
アクセス権
StateMonitor 内のデータには、StateMonitor がインストールさ
れているサーバーまたは PC へのアクセス権を持つ人のみ、アクセ
スすることができます。
StateMonitor 内では、異なる権限を通じてデータの使用を制限す
ることができます。管理者ロールを持つユーザーだけがすべての
データにアクセスできます。
スマートフォンやタブレットなどの端末で StateMonitor を使用す
るためには、クライアントとしてサーバーにログインする必要があ
ります。
StateMonitor はローカルクライアント / サーバーアプリケーショ
ンであるため、各端末にソフトウェアやアプリをインストールする
必要はありません。
詳細情報: "「User management」サブメニュー作業者管理",
108 ページ

通知の送信
条件：

ファイアウォールにおける TCP ポート 19000～19034 および
28001 の開放
SMTP サーバーの接続

詳細情報: "条件", 22 ページ

IT 部門がセキュリティ上の理由で通知機能 (情報) の
統合を許可しない場合は、StateMonitor を通じてユー
ザーに通知メールを自動送信することはできません。

「情報」メニューで、通知につながるイベントを設定し、通知プロ
ファイルに割り当てます。
詳細情報: "「情報」メニュー情報", 74 ページ

注意事項
データの消失に注意してください。
選択するメッセージの数が多すぎると、受信者の受信箱がいっ
ぱいになってしまう可能性があります。 受信箱がいっぱいにな
ると、それ以降のメールが届かなくなります。

StateMonitor 用に個別の受信箱を作成します
メッセージを慎重に選択します

注意事項
データの消失に注意してください。
StateMonitor から受信者に送信するメッセージが多すぎると、
迷惑メールとして分類される可能性があります。その場合、通
知が受信箱に届かなくなります。

メッセージを慎重に選択します
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セキュリティとデータ保護 | ネットワーク接続のセキュリティ

1.3 ネットワーク接続のセキュリティ
制御装置のネットワーク接続は、IT 専門家に依頼して
ください。

制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

1
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2
インストール



インストール | 条件2

2.1 条件
機械制御装置
次の HEIDENHAIN 制御装置を StateMonitor に統合できます。

制御装置 ソフトウェアバージョン

iTNC 530 34049x-03 以降
TNC 640 34059x-01 以降
TNC 620 34056x-01 以降
TNC 320 340551-03 以降
TNC 128 771841-01 以降
CNC PILOT 620 688945-01
CNC PILOT 640 68894x-01 以降
MANUAL Plus 620 548328-05 以降

ソフトウェアオプションに応じて、次のインターフェースを介し
て、別の制御装置を StateMonitor に統合します。

インターフェース ソフトウェアバージョン

Modbus Connect/Read
OPC UA 1.02.x
MTConnect 1.2

詳細情報: "「マシン」サブメニューマシン", 111 ページ
StateMonitor を操作するには、以下の前提条件を満たす必要があ
ります。

機械制御装置を社内 LAN に統合する
詳細情報: "ネットワーク接続", 138 ページ
HEIDENHAIN 制御装置のオプション #18 (HEIDENHAIN
DNC インターフェース) を有効化する
詳細情報: "オプション #18 の有効化", 136 ページ
あるいは
別の制御装置の該当するオプションを有効化する
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インストール | 条件

ハードウェア
StateMonitor を操作するには、次の最低条件を満たす PC または
サーバーが必要です。

デュアルコアプロセッサー
USB インターフェース (フルバージョン用のドングル)
StateMonitor アプリケーション用の 2 GB の RAM と 10 GB
のハードドライブスペース (5 台の 機械制御装置用の基本バー
ジョン)

さらなる機械制御装置ごとに必要なもの：
0.25 GB の RAM
2 GB の ハードディスク容量

つまり、たとえば、 15 台の機械制御装置を統合したい場
合、StateMonitor アプリケーション用の PC またはサーバーに
は、30 GB のハードディスク容量と 3.5 GB の RAM が必要で
す。

機械制御装置が 20 台を超える場合、HEIDENHAIN
は、クアッドコアプロセッサー搭載の PC またはサー
バーの使用をお勧めします。

ソフトウェア
StateMonitor を操作するには、Windows 7 または Windows
Server 2008 R2 以降の Windows オペレーティングシステムが
必要です。
通信には、次のファイアウォール設定が必要です。

機械制御装置と通信するために TCP ポート 19000～19034 の
開放
PC、タブレットまたはスマートフォンと通信するために TCP
ポート 28001 の開放

ファイアウォールにおける TCP ポートの開放は、IT の
専門家が実行するようにしてください。

SMTP サーバー
StateMonitor の通知機能 (情報) を使用するためには、SMTP
サーバーを E メール送信サーバーとして接続する必要がありま
す。SMTP サーバー用のアクセスデータは、E メールプロバイダー
から受け取ります。

StateMonitor 用に専用の E メールアドレスを作成して
ください。

詳細情報: "メッセンジャーの設定 サブメニュー", 119 ページ

2
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インストール | インストール2

2.2 インストール
インストールファイルのダウンロード
StateMonitor インストールするには、HEIDENHAIN のホーム
ページ www.heidenhain.de からインストールファイルをダウ
ンロードする必要があります。

最新バージョンをダウンロードします
www.heidenhain.de
ウェブブラウザのダウンロードフォルダへと移動します
拡張子が .zip のダウンロードしたファイルを一時保存フォルダ
内で解凍します
インストールファイル StateMonitor.exe が一時保存フォル
ダ内で解凍されます。

StateMonitor は、ドングルで保護されています。ドン
グルは、インストール説明書と共に郵送でお手元に届き
ます。
詳細情報: "ライセンス", 28 ページ

StateMonitor を Microsoft Windows にインストール

インストールを実行するには、Microsoft Windows で
管理者としてログインする必要があります。

PC またはサーバー上に StateMonitor をインストールするには、
次の手順に従います。

インストールファイル StateMonitor.exe をダブルクリック
して起動します
セットアップウィザードが表示されます。
インストールプログラムの言語を選択します。
インストールプログラムの指示に従います。
ライセンス条件に同意します。
インストールを完了するには、「完了」ボタンをクリックしま
す
StateMonitor のインストールに成功しました。

インストールにより、次のデスクトップアイコンが作成されます。

Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor ウェブサイト
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StateMonitor の変更、修正、除去
インストールファイル StateMonitor.exe をもう一度起動する
と、次の作業が可能です。

変更
インストールするプログラム機能を変更したい場合は、「変
更」を選択します。
修正
StateMonitor のインストール中にエラーが発生し、正常に機能
しない場合は、「修正」を選択します。
削除
StateMonitor をアンインストールする場合は、「変更」を選択
します。
詳細情報: "アンインストール", 27 ページ

2
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2.3 ファイル構造
StateMonitor のインストールには、次のコンポーネントが含まれ
ます。

StateMonitor (アプリケーション)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)

ファイルは次のように構成されています。
Programme (x86)HEIDENHAINStateMonitor フォルダには
StateMonitor および OpenJDK があります。
このフォルダには、管理者ロールを持つユーザーのみがアクセ
スできるデータも含まれます。
ProgramDataHEIDENHAINStateMonitor フォルダには次の
データがあります。

データベース
機械画像
ログファイル

これらのデータには、管理者ロールをも持たないユーザーもア
クセスできます。
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2.4 アンインストール
StateMonitor のアンインストール
StateMonitor をアンインストールするには、次の手順に従ってく
ださい。

インストールファイル StateMonitor.exe をダブルクリック
して起動します
セットアップウィザードが表示されます。
「削除」ボタンをクリックします。
アンインストールプログラムの指示に従います。
StateMonitor がアンインストールされます。

2
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2.5 ライセンス

デモバージョン（ドングルなし）
StateMonitor のデモバージョンは、90 日間無料で試用すること
ができます。デモバージョンでは、使用できるマシンが 5 台に限
られるだけで、全機能を使用できます。
試用期間は、ソフトウェアのインストール時から始まります。試用
期間後も StateMonitor を使用したい場合は、ソフトウェアを購入
する必要があります。

StateMonitor は、ドングルで保護されています。試
用期間の終了後は、有効なドングルを使用しないと
StateMonitor を開始できません。
デモバージョンは仮想サーバーにはインストールで
きません。

インストール時にデモバージョン用のライセンスが作成されます。
このライセンスは、CodeMeter コントロールセンターで確認でき
ます。

完全バージョン（ドングル付き）
完全バージョンを購入すると、デモバージョンのロックが解除さ
れ、完全バージョンとして使用できるようになります。 自動的に
5 台のマシンが有効になります。 使用するマシンの数は、5 台ず
つ増やすことができます。

デモバージョンで保存したデータは、完全バージョンに
なっても失われません。

フルバージョンを操作するには、PC / サーバーに、ドングル用の
USB インターフェースが必要です。

StateMonitor を仮想サーバー上でインストールする場
合、適した USB サーバーを介してドングルを統合しま
す。
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有効化
PC / サーバー上でデモバージョンを有効化する
PC / サーバーにインストールした StateMonitor のデモバージョ
ンを有効化するには、次の手順に従います。

デスクトップ上の「Activate StateMonitor
90 Days Trial」アイコンをダブルクリックしま
す
CodeMeter コントロールセンターが表示されま
す。
CodeMeter コントロールセンターがインポート
を更新します。
「OK」ボタンをクリックします
デモバージョンが 90 日間有効になります。
CodeMeter コントロールセンターを終了する

StateMonitor のデモバージョンは、1 回しか有効化で
きません。
「Activate StateMonitor」アイコンをもう 1 度押す
と、エラーメッセージが表示されます。

PC / サーバー上でフルバージョンを有効化する
PC / サーバーにインストールした StateMonitor のフルバージョ
ンを有効化するには、次の手順に従います。

USB ドングルを USB ポートに接続します。
StateMonitor を再起動します。
StateMonitor の完全バージョンが有効化されます。

StateMonitor を仮想サーバー上でインストールする場
合、適した USB サーバーを介してドングルを統合しま
す。

2
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2.6 開始と終了
ソフトウェアの起動
PC / サーバーにインストールした StateMonitor を起動するに
は、次の手順に従います。

デスクトップ上の「Start StateMonitor」アイ
コンをダブルクリックします

あるいは
タスクバーから ControlCenter を起動し、再起
動をクリックします

詳細情報: "ControlCenter", 32 ページ

別の PC やタブレット、スマートフォンから
StateMonitor にアクセスするためには、PC / サーバー
上の StateMonitor が起動していなくてはなりません。

StateMonitor がインストールされている PC / サーバー上でも
StateMonitor のアプリケーションを開くには、次の手順に従いま
す。

デスクトップ上の「StateMonitor Website」
アイコンをダブルクリックします
デフォルトのウェブブラウザの中で
StateMonitor が開きます。

PC、タブレット、またはスマートフォン上でクライアントアプリ
ケーションを開く
PC やタブレット、スマートフォンで StateMonitor のクライアン
トアプリケーションを開くには、次の手順に従ってください。

次のようなウェブブラウザを開きます。
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

アドレスバーに「http:Servername:28001 」と入力しま
す。
その際、「Servername」の部分には、StateMonitor がイン
ストールされている PC またはサーバーのホスト名または IP
アドレスを入力します。
Enter キーを押します。
StateMonitor が開きます。

アドレスをお気に入りまたはブックマークとしてウェブ
ブラウザに保存しておけば、StateMonitor をすばやく
開くことができます。
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ソフトウェアの終了
PC / サーバー上の StateMonitor を終了するには、次の手順に従
います。

「ログアウト」メニューでログアウトします

ControlCenter のアイコンをクリックします
ControlCenter ウィンドウが表示されます。
「シャットダウン」をクリックします
すべてのクライアントへのサーバー接続が中断
されます。

注意事項
データの消失に注意してください。
サーバー上の StateMonitor を終了すると、別の PC やタブレッ
ト、スマートフォンなどで StateMonitor にアクセスしている
ユーザーがいても、クライアントとサーバーとの間の接続が即
座に中断されます。ユーザーが StateMonitor に入力した内容の
うち、保存されていないものは失われます。

終了作業を行う前に、すべてのユーザーがログアウトしてい
ることを確認してください。

クライアントアプリケーションを閉じる
StateMonitor のクライアントアプリケーションを閉じるには、次
の手順に従ってください。

「ログアウト」メニューでログアウトします

ウェブブラウザのウィンドウを閉じます

StateMonitor を終了し、再起動すると、機械は、データベースの
最後にあるマシンステータスで表示されます。
StateMonitor が新しいマシンステータスを検知して初めて、最新
のマシンステータスが表示されます。

2
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2.7 ControlCenter
ControlCenter は、StateMonitor のインストール時に自動的にイ
ンストールされ、タスクバーに StateMonitor アイコンとして表示
されます。

ControlCenter のアイコンをクリックします
ControlCenter ウィンドウが表示されます。

ControlCenter は、次の機能および情報を提供します。
Restart： StateMonitor を再起動する
Shutdown： StateMonitor を終了する
State：StateMonitor に関するステータス情報を表示する
Logfile：StateMonitor の最新のログファイルを圧縮ファイル
にまとめる
Database：StateMonitor の最新データベースを圧縮ファイル
にまとめる
Port：GUI ウェブサーバーのポートを変更し、StateMonitor
を再起動する
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一般的な使用上の注意 | 対象者3

3.1 対象者
StateMonitor は、機械データを中央評価し、機械能力を効果的に
利用するために使用します。
StateMonitor の対象者は次のとおりです。

機械オペレータ (たとえば複数機械の操作、オンコールサービ
ス、週末稼動の場合)
現場監督事務所および生産計画のスタッフ
コントローラおよびマネージメント
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3.2 開く/閉じる
PC、タブレット、またはスマートフォン上でクライアントアプリ
ケーションを開く
PC やタブレット、スマートフォンで StateMonitor のクライアン
トアプリケーションを開くには、次の手順に従ってください。

次のようなウェブブラウザを開きます。
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

アドレスバーに「http:Servername:28001 」と入力しま
す。
その際、「Servername」の部分には、StateMonitor がイン
ストールされている PC またはサーバーのホスト名または IP
アドレスを入力します。
Enter キーを押します。
StateMonitor が開きます。

アドレスをお気に入りまたはブックマークとしてウェブ
ブラウザに保存しておけば、StateMonitor をすばやく
開くことができます。

制御装置上でクライアントアプリケーションを開く

タッチスクリーンのない制御装置でも StateMonitor を
操作するためには、マウスまたはタッチパッドが必要に
なります。

HEIDENHAIN 制御装置上で StateMonitor のクライアントアプリ
ケーションを開くには、次の手順に従ってください。

マウスポインタを制御装置の画面下部に移動さ
せます
HEROS タスクバーが表示されます。
Diadur アイコンをクリックします
メニュー項目「Web Browser」を選択します
Mozilla Firefox が開きます。
アドレスバーに「http:Servername:28001
」と入力します。
その際、「Servername」の部分に
は、StateMonitor がインストールされている
PC またはサーバーのホスト名または IP アドレ
スを入力します。
画面に StateMonitor が表示されます。
表示を全画面表示にします
画面切替キーにより、制御装置画面と
StateMonitor とを切り替えます。

StateMonitor と制御装置との通信をファイアウォー
ルを通して行うためには、ファイアウォールにおいて
TCP ポート 28001 を開放する必要があります。

3
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クライアントアプリケーションを閉じる
StateMonitor のクライアントアプリケーションを閉じるには、次
の手順に従ってください。

「ログアウト」メニューでログアウトします

ウェブブラウザのウィンドウを閉じます

StateMonitor を終了し、再起動すると、機械は、データベースの
最後にあるマシンステータスで表示されます。
StateMonitor が新しいマシンステータスを検知して初めて、最新
のマシンステータスが表示されます。
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3.3 ログイン / Logout
ログイン
StateMonitor の起動後、ユーザーはユーザー名とパスワードを
使ってログインします。

同時に複数のユーザーがログインできます。

StateMonitor のインストール後、初めてログインするときは、ま
だユーザーが作成されていないため、デフォルトのパスワードを
使ってログインします。
詳細情報: "デフォルトのパスワード", 38 ページ

Logout
ユーザーは、StartMonitor を閉じる前にログアウトする必要があ
ります。
ログアウトするには、以下の手順に従ってください。

「ログアウト」メニューでログアウトします
空白のログインウィンドウが表示されます。

3
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3.4 デフォルトのパスワード
StartMonitor インストール後に初めてログインするときのため
に、以下のようなデフォルトのパスワードが用意されています。

ユーザー admin
パスワード Admin

StateMonitor に、ログインしたユーザーが「Default
Administrator」として表示されます。

注意事項：
デフォルトのパスワードで初回ログインするために
は、Windows に管理者としてログインしている必
要があります。
濫用を防ぐため、初回ログイン後にデフォルトのパ
スワードを変更してください。
変更したデフォルトのパスワードは管理者しか知ら
ないようにします。

38 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



一般的な使用上の注意 | 一般設定

3.5 一般設定
表示
StateMonitor ソフトウェアは、PC やタブレット、スマートフォ
ンなどの各種端末で使用できるウェブアプリケーションです。
表示は、端末の種類に合わせて自動的に調整されます。

言語
グローバル言語設定を変更できるのは、管理者ロールを持つユー
ザーのみです。
詳細情報: "「システム言語」サブメニューシステム言語",
123 ページ
「ユーザー設定」サブメニューでは、各ユーザーが独自に言語を変
更できます。この変更は、グローバル言語設定に影響を及ぼしませ
ん。
詳細情報: "ユーザーの言語設定を変更してください",
107 ページ

タイムゾーン
StateMonitor は、タイムゾーンに基づいて、機械データ表示用に
そのつど有効な時刻を計算します。
そのため、StateMonitor がインストールされているサーバーにお
いて正しいタイムゾーンを設定しておく必要があります。
また、StateMonitor が時刻を正しく処理・表示できるよう、機械
の時刻も正しく設定しておかなければなりません。

3
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3.6 メニューの一覧
どのメニューおよびサブメニューが使用できるかは、以
下によって異なります。

有効化されたオプション
各ユーザーのロール
詳細情報: "ロール", 108 ページ

StateMonitor では、次のメニューとサブメニューが用意されてい
ます。

マーク メニューとサブメニュー

ホーム

既存のマシン
タイルビュー
マシンステータス

マシンステータスの編集
最新3日間の詳細ビュー
機械アラーム
プログラム実行回数

ステータスの一覧
情報

イベントコンフィギュレータ
通知プロファイル
通知

ジョブ (ソフトウェアオプション)
ジョブの生成
ジョブの割当て
機械加工シーケンスの補正

評価
日ビュー
マシンステータス
重要数値
プログラム実行回数
機械アラーム
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マーク メニューとサブメニュー

設定
ユーザー設定
ユーザー
マシン
機械マッピング
マシンステータス/ジョブステータス (ソフ
トウェアオプション)
メッセンジャーの設定
ファイルのバックアップ
システム言語
外部レポートDB
情報

3
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3.7 表およびグラフの機能
表およびグラフでは、異なる機能が用意されています。それぞれ提
供される機能およびボタンは、その時のサブメニューにより異なり
ます。

表の検索
「検索：」入力フィールドを使い、表の中の任意の文字列を検索す
ることができます。それには、次の手順に従ってください。

「検索：」入力フィールドに検索用語を入力します
検索用語が含まれている行だけが表示されます。

検索用語に含めることができるのは、文字、数字、特殊記号です。
複数の検索用語を使用する場合は、「AND」または「OR」で結合
します。

結合 説明 例

AND AND 結合 表に、両方の語を含む行が表示されます。 TNC 640 AND 100.0 %
OR OR 結合 表に、どちらか一方の語を含む行が表示されます。 TNC 640 OR iTNC 530

表の項目を並べ替える
表の項目は、列によって並べ替えできます。それには以下の手順に
従ってください。

任意の列のヘッダーをクリックします
表の項目がその列の値の降順で並べ替えられます。

列のヘッダーをクリックするたびに、降順と昇順が切り
替わります。

列幅の調整
列幅を調整するには、マウスボタンを押したまま分離線を希望
の位置にドラッグします

表に対するグラフを表示
多くの箇所では、表表示に加えてグラフを表示させて、表のデータ
をグラフィック表示できます。

チャートアイコンまたは「Graphically
visualize a table」ボタンをクリックします
表の下側にグラフが表示されます。
点、バー、またはセクションに関する詳細情報
を表示させるには、各要素をクリックします (提
供される場合)
チェックボックスまたは選択フィールドを使っ
て表示を調整します (提供される場合)

表データまたはグラフデータを CSV ファイルとして保存
多くの箇所では、表またはグラフのデータを CSV ファイルとして
保存できます。CSV ファイルは、Microsoft Excel などにインポー
トし、さらに処理することができます。

「表のエクスポート」ボタンをクリックします
希望の保存先を選択します
「保存」をクリックします
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3.8 ソフトウェアオプションによる機能拡張
StateMonitor の機能は、追加ソフトウェアオプションで拡張でき
ます。
ソフトウェアオプションのライセンスは、HEIDENHAIN 販売部か
らご入手ください。ライセンスキーを受け取り、ドングル上のソフ
トウェアオプションを有効化します。
次のソフトウェアオプションが用意されています。

オプ
ション

機能拡張 ID

1 さらに 5 台の機械制御装置 1220884-01
2 Modbus インターフェース 1268670-01
3 OPC UA インターフェース 1268673-01
4 JobTerminal 1268674-01
5 MTConnect インターフェース 1268675-01

詳細情報: "ソフトウェアオプションおよびライセンス",
127 ページ

3
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4.1 「ホーム」メニューホーム
「ホーム」メニューでは、ユーザー名とパスワードを入力します。
詳細情報: "ログイン / ログアウト ", 47 ページ

ユーザーがログインしていると、StateMonitor にそのユーザー
の権限ステータスと前回のログイン日時が表示されます。

会社専用のスタート画面
「ホーム」メニューに会社のロゴなどの画像ファイルを挿入するに
は、以下の手順に従ってください。

使用する画像ファイルを
C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitorhomeImage
ディレクトリにコピーします
StateMonitor の「ホーム」メニューに画像が表示されます。

画像は 1 つしか表示されません。ですから、
C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitor
homeImage ディレクトリに 1 つの画像ファイルし
かコピーしないでください。
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4.2 ログイン / ログアウト
ログイン
StateMonitor の起動後、ユーザーはユーザー名とパスワードを
使ってログインします。

同時に複数のユーザーがログインできます。

StateMonitor のインストール後、初めてログインするときは、ま
だユーザーが作成されていないため、デフォルトのパスワードを
使ってログインします。
詳細情報: "デフォルトのパスワード", 38 ページ

自動ログイン
ビューアロールを持つユーザーは、ウェブブラウザの専用 URL か
ら自動ログインできます。

次のようなウェブブラウザを開きます
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

アドレスバーに
「http:Servername:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Username/Passwort」
と入力します。

その際、「Servername」の部分には、StateMonitor がイ
ンストールされている PC またはサーバーのホスト名または
IP アドレスを入力します
「Username」および「Passwort」の部分には、ユー
ザー名とパスワードを入力します

Enter キーを押します
StateMonitor が、ログインウィンドウなしに開きます。

アドレスをお気に入りまたはブックマークとしてウェブ
ブラウザに保存しておけば、StateMonitor をすばやく
開くことができます。

Logout
ユーザーは、StartMonitor を閉じる前にログアウトする必要があ
ります。
ログアウトするには、以下の手順に従ってください。

「ログアウト」メニューでログアウトします
空白のログインウィンドウが表示されます。

4
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5.1 「既存のマシン」メニュー
「既存のマシン」メニューには、「設定」メニューで作成・有効化
されたすべての機械が表示されます。
詳細情報: "「マシン」サブメニューマシン", 111 ページ
「既存のマシン」メニューには、次のサブメニューがあります。

タイルビュー
ステータスの一覧
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5.2 「タイルビュー」サブメニュー
「タイルビュー」サブメニューには、有効化されているすべての機
械がマシンステータスマップとして表示されます。
マシンステータスマップには、以下の情報が含まれます。

情報 意味

機械の写真 機械の作成時にその画像をアップロードし
た場合は、ここに画像が表示されます。

ステータス信号 機械の現在のステータス
ジョブ番号 現在製造中のジョブの番号 (ソフトウェアオ

プション)
Part number 現在製造中の部品の番号 (ソフトウェアオプ

ション)
プログラム名 「プログラム実行、全配列」または「プ

ログラム実行、シングルブロック」に現在
ロードされている NC プログラムの名前

完全に実行 現在のプログラムが完全に実行された回数

ステータス信号
ステータス信号の色には、次のような意味があります。

色 意味

グレー 機械がオンになっていないか、接続されていませ
ん

赤 機械の動作準備ができていません

黄 機械の動作準備ができていますが、実稼動してい
ません

ダークグ
リーン /
ライトグ
リーン

機械が実稼動しています
ダークグリーン = 実稼働（送り速度および早送り
OVR >= 100 %）
ライトグリーン = 実稼働（送り速度および早送り
OVR < 100 %）

5
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5.3 「ステータスの一覧」サブメニュー
「ステータスの一覧」サブメニューには、マシンステータスがドー
ナツグラフで表示されます。
その際、次の 2 つに区別されます。

合計機械パーク
お気に入りの機械

合計機械パーク
「合計機械パーク」のドーナツグラフは、機械パーク内で有効化さ
れているすべての機械のマシンステータスをまとめたものです。さ
らに、機械パーク内で有効化されているすべての機械のアベイラビ
リティと使用率の各パラメータが算出され、平均値が表示されま
す。

お気に入りの機械
「お気に入りの機械」のドーナツグラフには、「お気に入りの一
覧」で「お気に入り」としてマークされている機械のマシンステー
タスだけが含まれます。

お気に入りの一覧
「お気に入りの一覧」表には、機械パーク内で有効化されているす
べての機械が、以下のような情報と共に一覧表示されます。

現在のステータス
機械工具 (機械の名称)
機械で現在作動している操作モード
機械に現在ロードされているプログラム
プログラムステータス
完全に実行されたプログラムの数
お気に入りのマークお気に入り

52 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



「機械パーク」メニュー | マシンステータスの一覧

5.4 マシンステータスの一覧
以下の一覧は、実行中の操作モード、プログラムステータス、上書
き設定のどの組み合わせからどのマシンステータスが生じるかを示
します。

マシンステータス 操作モード プログラムステータス 上書き設定

ダークグリーン = 実稼
働（送り速度および早送
り OVR >= 100 %）

プログラム実行、全
配列

処理中 >= 100 %

プログラム実行、全
配列

処理中 < 100 %ライトグリーン = 実稼
働（送り速度および早送
り OVR < 100 %）

プログラム実行、シ
ングルブロック

処理中 > 0 %

プログラム実行、全
配列

処理中 = 0 %

プログラム実行、
全配列

プログラム実行、
シングルブロック

選択済み
停止
中断
完了
測定誤差
プログラムが選択さ
れていません

任意

黄 = OKですが、実稼働
していません

手動操作

手動パルス発生器

手動データ入力に
よる配置

任意

5
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マシンステータス 操作モード プログラムステータス 上書き設定

赤 = 動作準備ができて
いません

プログラム実行、
全配列

プログラム実行、
シングルブロック

測定誤差 任意

ライトグレー = 遅延 遅延のステータスは、機械から発生するものではありません。ユーザーは、黄
色またはダークグレーのステータスの代わりに遅延のステータスを保存するこ
とができます。

ダークグレー = マシン
が使用されていません

機械がオフになっているか
StateMonitor が機械との接続を確立できません

マシンステータスバーに表示されるマシンステータスの色は、時系
列に並んでいます。そのため、機械の状態と稼働時間が一目でわか
ります。
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5.5 マシンステータス
「マシンステータス」ビューには、以下の情報が含まれます。

マシンステータス信号
機械名
機械の SIK 番号と制御装置
制御装置の NCソフトウェアバージョン
上書き設定
操作モード
機械で現在作動しているプログラム
機械で現在作動しているサブプログラム
現在のプログラムのプログラムステータス、開始時刻、持続時
間
現在のジョブ
プログラム統計
マシンのレポート
有効なメッセンジャーステータス
現在のジョブ (ソフトウェアオプション)
マシンステータスとマシンステータスバー (マシンステータ
スから生成されたもの)
使用率

「マシンステータス」ビューを開くには、以下の手順に従ってく
ださい。

「既存のマシン」メニューに切り替えます
希望の機械の「マシンステータス」ボタンをク
リックします
「マシンステータス」ビューが開きます。

「マシンステータス」ビューから以下のサブメニューにアクセスで
きます。

マシンステータスの編集
詳細情報: "「マシンステータスの編集」サブメニュー",
62 ページ
最新3日間の詳細ビュー
詳細情報: "「最新3日間の詳細ビュー」サブメニュー",
67 ページ
機械アラーム
詳細情報: "「機械アラーム」サブメニュー", 68 ページ
プログラム実行回数
詳細情報: "「プログラム実行回数」サブメニュー",
70 ページ
ジョブ (ソフトウェアオプション)
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー (ソフトウェア
オプション)", 64 ページ

5
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上書き設定
スピンドル (回転数)、送り速度、早送りの上書き設定が、百分率
値でグラフ表示されます。
表示は、現在の操作モードとは無関係に、制御装置のポテンショ
メータの実際の状態に相当します。
機械で早送りと送り速度がポテンショメータの上にある場合は、ど
ちらの上書き設定も同じ値になります。

56 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



「機械パーク」メニュー | マシンステータス

操作モード
機械で現在選択されている操作モードが表示されます。
機械の操作モードとそのマークが表示されるだけで、プログラミン
グ操作モードは表示されません。

機械の操作モード

マーク 操作モード

手動操作

手動パルス発生器

手動データ入力による配置 (MDI)

プログラム実行、シングルブロック

プログラム実行、全配列

5
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プログラムステータス
プログラムステータスは、機械の NC プログラムの現在の状態を
示します。
プログラムステータスの種類は、以下のとおりです。

プログラムステータス 意味

処理中 機械が NC プログラムを処理していま
す。

プログラムが選択され
ていません

機械の現在の操作モードは、NC プログ
ラムを処理する操作モードではありま
せん。

無効 機械の現在の操作モードは、プログ
ラム実行、全配列またはプログラム実
行、シングルブロックです。

現在は NC プログラムが開始されて
いないか、
プログラムランがエラーのために中
断されたか、
オペレータが「内部 停止」でプログ
ラムランを中断しました

測定誤差 エラーが原因で現在の NC プログラム
の処理が中断されました。
測定誤差のステータスは、短時間だけ
表示されてから、無効に切り替わりま
す。

選択済み 機械の現在の操作モードは、プログ
ラム実行、全配列またはプログラム実
行、シングルブロックです。
オペレータがプログラムを選択しまし
たが、まだ開始していません。

停止 機械の現在の操作モードは、プログ
ラム実行、シングルブロックで、オ
ペレータはまだ次の NC ブロックを
開始していません
NC プログラムの M0 コマンドがプ
ログラムランを停止しました

中断 オペレータが「NC ストップ」でプロ
グラムランを中断しました。

完了 現在の NC プログラムが完了しまし
た。コマンド M30 または M2 がプロ
グラムを終了しました。

機械がオフになっている場合、プログラムステータスは表示されま
せん。

58 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



「機械パーク」メニュー | マシンステータス

現在のジョブ (ソフトウェアオプション)
「現在のジョブ」エリアには、機械が処理中のジョブに関する情報
が表示されます。
条件：

ジョブが作成されていること
ジョブが機械に割り当てられていること
ジョブが処理中であること

ジョブの処理を開始するには、次の手順に従ってください。
「ジョブターミナル」ボタンをクリックします
「ジョブ」サブメニューが表示されます。
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー (ソフトウェア
オプション)", 64 ページ

プログラム統計
「プログラム統計」エリアには、完全に実行された NC プログラ
ムの数や中断された NC プログラムの数が表示されます。
以下に対してカウントされます。

すべてのプログラム（全体）
現在のプログラム（有効なPGM）

StateMonitor は、以下のようなケースを区別します。

ダイアログ 意味

完全に実行 完全に実行されたプログラムの数
ユーザーによる割り
込み

ユーザーが中断したプログラムの数

エラーメッセージの
割り込み

エラーメッセージによって中断されたプ
ログラムの数

5
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機械メッセージ
「マシンのレポート」エリアには、機械の最近のメッセージが 6
件表示されます。

「マシンのレポート」エリアにどのメッセージを表示するかは、
各ユーザーが個別に指定できます。それには、次の手順に従って
ください。

歯車アイコンをクリックします
フィルタ選択を含むウィンドウが表示されま
す。フィルタ条件に含まれるのは、エラークラ
ス、エラーグループ、および通知です。
詳細情報: "「機械アラーム」サブメニュー",
68 ページ
フィルタ条件を選択に入れるには、マウスク
リックにより、その条件の前にチェックマーク
を入れます
「保存」ボタンをクリックします
「マシンのレポート」エリアには、選択した
フィルタ条件に該当するメッセージのみが表示
されます。
フィルタリングは、「マシンステータス」サブ
メニューの「マシンのレポート」セクションに
しか当てはまりません。

その他の機械メッセージを表示するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

「その他」ボタンをクリックします
「マシンのレポート」サブメニューが表示されます。
詳細情報: "「機械アラーム」サブメニュー", 68 ページ

有効なメッセンジャーステータス
「有効なメッセンジャーステータス」エリアには、有効な通知が表
示されます。
詳細情報: "通知 サブメニュー", 81 ページ
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マシンステータス
「マシンステータス」エリアには、その日のマシンステータスバー
と機械の現在の使用率が表示されます。
特定のマシンステータスを他のものに置き換えて詳細に指定するに
は、以下の手順に従ってください。

「マシンステータスの編集」ボタンをクリックします
「マシンステータスの編集」サブメニューが表示されます。
詳細情報: "「マシンステータスの編集」サブメニュー",
62 ページ

観察時間の指定
マシンステータスバーは、デフォルトでは 0～24 時までの時間を
示します。各ユーザーが、観察時間を個別に指定できます。最長観
察時間は 24 時間です。

観察時間を調整するには、次の手順に従ってください。
歯車アイコンをクリックします
「マシンステータスのユーザー設定」ウィンド
ウが表示されます。
希望する時間を選択します (何時から何時まで)
「保存する」ボタンをクリックします
マシンステータスバーに、選択した時間が表示
されます。

観察時間の調整は、「マシンステータスの編集」および
「最新3日間の詳細ビュー」の両サブメニューにも影響
します。そこでも観察時間を調整できます。

詳細ビュー
最新3日間の詳細ビューを表示するには、次の手順に従ってくださ
い。

「この数日間のマシンステータスの表示」ボタンをクリックし
ます
「最新3日間の詳細ビュー」サブメニューが表示されます。
詳細情報: "「最新3日間の詳細ビュー」サブメニュー",
67 ページ

5
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5.6 「マシンステータスの編集」サブメニュー
マシンステータスの表示
「マシンステータスの編集」サブメニューには、その日のマシンス
テータスをまとめたマシンステータスバーと、マシンステータスを
時系列に並べた表とが表示されます。
特定の日のマシンステータスを確認するには、次の手順に従ってく
ださい。

表示タグでカレンダーのマークをクリックしま
す
日付を選択します
または、1 日ずつ後ろへめくります

または、1 日ずつ前へめくります

表の項目は、以下の基準でフィルタリングできます。
マシンステータスの色（フィルタ）
各マシンステータスの持続時間
（これより長いステータスを表示します...）

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

マシンステータスを置き換えて詳細に指定する
「マシンステータスの編集」サブメニューでは、マシンステータス
を他のマシンステータスに置き換えて詳細に指定することができま
す。

「設定」メニューで、マシンステータスの追加詳細指定
を作成します。
詳細情報: "マシンステータス/ジョブステータス",
117 ページ

マシンステータスを変更するには、次の手順に従ってください。
「既存のマシン」メニューに切り替えます
希望の機械の「マシンステータス」ボタンをク
リックします
「マシンステータスの編集」サブメニューを選
択します
表の「新しいステータス」列をクリックします
ドロップダウンメニューから希望のステータス
を選択します
「行を保存します」ボタンをクリックします
マシンステータスバーのマシンステータスが変
更されます。
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以下の表は、どのマシンステータスをどの詳細指定に置き換えられ
るかをまとめたものです。

元のステータス 新しいステータ
ス（詳細指定）

ダークグリーン 実稼動 ダークグリーン、ライトグ
リーン、黄、赤またはグ
レー

ライトグリーン 実稼動、
送り速度
< 100 %

ダークグリーン、ライトグ
リーン、黄、赤またはグ
レー

黄 OK ですが、
実稼動してい
ません

黄、赤またはグレー

赤 動作準備がで
きていません

赤

ダークグレー マシンが使用
されていませ
ん

ダークグレーまたはライト
グレー

ライトグレーのステータスは遅延で、機械から発生するものではな
いため、元のステータスではありません。
ライトグレーのステータスは、黄色またはダークグレーの元のス
テータスで置き換えて詳細に指定することができます。
例：
機械がメンテナンス作業のためにオフにされている場合 (ダークグ
レーのステータス)、StateMonitor で追加としてこのステータス
を「待機時間」(ライトグレー) に設定することができます。

追加情報を保存する
マシンステータスバーのセクションの上に表示される青色の線は、
そのセクションに追加情報があることを示します。

追加情報を保存するには、以下の手順に従ってください。
「既存のマシン」メニューに切り替えます
希望の機械の「マシンステータス」ボタンをク
リックします
「マシンステータスの編集」サブメニューを選
択します
表の「コメント」列に追加情報を入力します
「行を保存します」ボタンをクリックします
マシンステータスバーの該当するセクションの
上に青色の線が表示されます。

青色の線が表示されたセクションをクリックすると、ポップアップ
ウィンドウが開き、挿入されたコメント、変更または詳細指定され
たマシンステータスの情報が表示されます。

マシンステータスバーの観察時間の指定
マシンステータスバーは、デフォルトでは 0～24 時までの時間を
示します。各ユーザーが、観察時間を個別に指定できます。
詳細情報: "観察時間の指定", 61 ページ
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5.7 「ジョブターミナル」サブメニュー (ソフ
トウェアオプション)

「ジョブターミナル」サブメニューには、機械に割り当てられて
いるすべての未処理ジョブが表示されます。機械での処理に並行し
て、ジョブステータスを登録し、登録を後から処理します。
ジョブの作成と機械への割当ては、「ジョブ」メニューで行いま
す。ジョブの処理順序もここで調整できます。
詳細情報: "「ジョブ」メニュー (ソフトウェアオプション)",
86 ページ
登録した処理時間と個数は、ジョブ評価に表示されます。
詳細情報: "ジョブ時間 (ソフトウェアオプション)", 103 ページ
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ジョブステータスの登録
ジョブステータスを登録して処理時間を把握するには、次の手順
に従ってください。

「既存のマシン」メニューに切り替えます
希望の機械の「マシンステータス」ボタンをク
リックします
「ジョブターミナル」サブメニューを選択しま
す
「マシンに割り当てられたジョブ」表内で希望
するジョブをクリックします
ジョブ情報が、「現在選択しているジョブ」セ
クションに表示されます。
「ジョブステータスの入力」セクションで
「ジョブの開始」ボタンをクリックします
時間登録が開始されます。
機械のジョブステータスに相当するボタンを順
にクリックします
ジョブステータスごとに時間が登録されます。
処理を完了または中断するには、「ジョブの停
止」ボタンをクリックします
時間登録が終了しました。
必要に応じて、ジョブを再起動します。
実際量のフィードバック：選択フィールドで
Actual amount を選択します
入力フィールドに、製造された部品の数を入力
します
「レポート」ボタンをクリックします
廃棄量のフィードバック：選択フィールドで
Scrap を選択します
入力フィールドに、仕様外部品の数を入力しま
す
「レポート」ボタンをクリックします
実際量および仕様外部品数がジョブに登録され
ました。
ジョブを完了するには、「ジョブの完了」ボタ
ンをクリックします
ジョブが、「マシンに割り当てられたジョブ」
表に表示されなくなります。
登録した時間と量は、「評価」メニューで閲覧
できます。
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登録の処理
現在のジョブに関する登録を編集するには、次の手順に従ってくだ
さい。

最後に終了したジョブを変更するには、「最後に完了したジョ
ブの取消し」ボタンをクリックします

あるいは
「マシンに割り当てられたジョブ」表内で希望するジョブをク
リックします
ジョブ情報が、「現在選択しているジョブ」セクションに表示
されます。
「ジョブのエントリ」表が表示されます。
必要に応じて、ジョブを再開します
必要に応じて、別の量を確定します
「ジョブのエントリ」表内で希望する行をクリックします
必要に応じて、注意事項 (ジョブステータスの詳細指定) を選択
します

ジョブステータスの追加詳細指定は、「設定」メニュー
で作成します。
詳細情報: "マシンステータス/ジョブステータス",
117 ページ

必要に応じて、コメントを入力します
「線の保存」ボタンをクリックします
ジョブを完了するには、「ジョブの完了」ボタンをクリックし
ます

締切の表示
締切は、表の中で色で示されます。その色は、期限遵守についての
情報を与えます。

緑：期日は、24 時間よりも先です
オレンジ：期日は、24 時間以内です
赤：期日を過ぎています
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5.8 「最新3日間の詳細ビュー」サブメニュー
「最新3日間の詳細ビュー」サブメニューには、次の情報が含まれ
ます。

過去 3 日間のマシンステータスバー
過去 3 日間の機械のアベイラビリティ
過去 3 日間の機械の使用率

詳細情報: "「重要数値」サブメニュー重要数値", 98 ページ

マシンステータスバーの観察時間の指定
マシンステータスバーは、デフォルトでは 0～24 時までの時間を
示します。各ユーザーが、観察時間を個別に指定できます。
詳細情報: "観察時間の指定", 61 ページ

5
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5.9 「機械アラーム」サブメニュー
「機械アラーム」サブメニューには、最近 4 週間のマシンのレ
ポートが一覧表示されます。
制御装置のエラーメッセージは、エラークラス：とエラーグルー
プに分類されています。

エラークラス：は、エラーメッセージの原因を示します。
エラーグループは、エラーメッセージの発生場所を示します。

ユーザーは、HEIDENHAIN 制御装置の NC プログラムで特殊機能
の FN38 を使い、独自のメッセージを生成することができます。
詳細情報: "FN38：NC プログラムからメッセージを送信する",
82 ページ
これらのメッセージは、情報として表示されます。
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メッセージのフィルタリング
特定のメッセージをすばやく見つけるために、メッセージをエラー
クラス：、エラーグループ、情報でフィルタリングすることができ
ます。
フィルタ選択では、最近 4 週間の間に発生したエラークラ
ス：、エラーグループ、情報だけが表示されます。
以下のエラークラス：によるフィルタリング：

Emergency stop
障害の説明
警告
情報
注意
プログラムキャンセル
プログラム停止
送り速度が停止しました
リセット
なし

エラークラスの「なし」には、他のエラークラスに属さないすべて
のエラーメッセージが含まれます。
以下のエラーグループによるフィルタリング：

操作
プログラミング
PLC
一般情報
遠隔
Python
なし

エラーグループの「なし」には、他のエラーグループに属さないす
べてのエラーメッセージが含まれます。
情報によるフィルタリング：

FN38
FN 38ジョブ
プログラムが完了しました
ユーザーによりプログラムが中断しました
エラーメッセージによりプログラムが中断しました

特定のメッセージをリストに表示するには、該当するフィルター基
準をクリックしてチェックマークを付けます。
フィルタリング後のメッセージをリストに表示するには、「更新」
ボタンをクリックします。
詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

5
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5.10 「プログラム実行回数」サブメニュー
「プログラム実行回数」サブメニューでは、プログラム表に、選択
した期間内に機械で開始されたすべての NC プログラムが時系列
に一覧表示されます。
対象となる期間は、以下のように指定できます。

時間 (何時から何時まで)
日数（現在から遡って数える）

1 日
3 日
7 日

日付 (何日から何日まで)
表内での検索機能 (「検索：」入力フィールド) の対象は、「プロ
グラム」、「サブプログラム」、「ステータス」の列です。
詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

グラフ表示
プログラム表に加えて、2 つのグラフを表示できます。

「マシン{0}のプログラム実行時間」グラフ：表のすべてのプ
ログラムの総合評価
「プログラム分析」グラフ：プログラムの詳細評価

「マシン{0}のプログラム実行時間」グラフ
このグラフは、表のすべてのプログラムについてのプログラム実行
時間および平均オーバーライド設定に関する情報を与えます。

グラフを表示させるには、表の下側の「表を視覚的に表示」ボ
タンをクリックします

グラフには、次の情報が含まれます。
グリッドの各垂直線は、1 つのプログラムを意味します
水平軸上の値は、表内のプログラム番号に相当します
緑色のデータ点は、プログラムの実行時間を視覚化します (プ
ログラム実行時間軸上の値)
その他のデータ点は、スピンドル、早送りおよび送り速度に対
する、プログラムの平均オーバーライド設定を視覚化します
(プログラム実行時間の平均オーバーライド軸上の値)
あるプログラムの詳細情報を表示させるには、そのプログラム
のデータ点へとマウスポインタを動かします
ポップアップウィンドウが、グラフ値、プログラムステータ
ス、およびマシンステータスの百分率評価を示します。
グラフをプログラムでフィルタリングするには、選択フィール
ドにおいて希望のプログラムを選択します
選択したプログラムの値のみがグラフに示されます。

詳細情報: "表に対するグラフを表示", 42 ページ
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「プログラム分析」グラフ
このグラフは、プログラム実行時間中の平均オーバーライド設定お
よびマシンステータスに関する情報を与えます。
グラフを表示するには次の手順に従ってください。

表の下側の「表を視覚的に表示」ボタンをクリックします
「マシン{0}のプログラム実行時間」グラフが表示されます
プログラムの垂直線上の任意のデータ点をクリックします
「プログラム分析」グラフが表示されます

グラフには、次の情報が含まれます。
水平軸は、プログラム実行時間を示します
垂直軸は、平均オーバーライド設定を示します
線は、スピンドル、早送りおよび送り速度に対する、各時点で
の平均オーバーライド設定を視覚化します
ステータスバー FMAX は、プログラム実行時間中の送り速
度および早送り (FMAX) を視覚化します
マシンステータスバーは、プログラム実行時間中のマシンス
テータスを視覚化します

ステータスバー FMAX が表示されるのは、PLC へのア
クセスを許容している場合に限ります。
詳細情報: "PLCパスワード 用の設定", 164 ページ
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6.1 「情報」メニュー情報
「情報」メニューでは、機械にどのメッセージが発生したときに、
どのユーザーにいつどのような方法で通知するかを設定できます。
「情報」メニューには、次のサブメニューがあります。

イベントコンフィギュレータ
通知プロファイル
通知

どのサブメニューおよび機能が表示されるかは、ユー
ザーのロールによって異なります。

以下の手順に従ってください。
「通知プロファイル」サブメニューで通知プロファイルを作成
します 
(誰にいつ通知されるか)
詳細情報: "通知プロファイルサブメニュー", 79 ページ
「イベントコンフィギュレータ」サブメニューでイベントを設
定します 
(機械にどのメッセージが発生したときに通知するか)
詳細情報: "イベントコンフィギュレータ サブメニュー",
75 ページ
「通知」サブメニューで、作成したイベントと通知プロファイ
ルを関連付けます 
(どのイベントにどの通知プロファイルが適用されるか)
詳細情報: "通知 サブメニュー", 81 ページ
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6.2 イベントコンフィギュレータ サブメニュー
イベントとは、機械で生じる出来事を指します。例：

警告メッセージ
エラーメッセージを伴う機械停止
サービスメッセージ / メンテナンスメッセージ
警報

StateMonitor は、制御装置で発生するメッセージを直接傍受し、
「既存のマシン」メニューの「マシンステータス」ビューに一覧表
示します。
制御装置のメッセージは、エラークラス：とエラーグループに分
類されています。イベントを設定する際、エラークラス：全体また
はエラーグループ全体を選択することができます。
さらに、情報 およびマシンステータスを、イベントのために選択
することもできます。その際、情報は、HEIDENHAIN 制御装置の
NC プログラムで生成されるか (FN38) または StateMonitor に
よって、制御装置の情報から生成されるかのいずれかです。

エラークラス：
制御装置上のエラーメッセージは、以下のエラークラス：に分類さ
れています。

Emergency stop
障害の説明
警告
情報
注意
プログラムキャンセル
プログラム停止
送り速度が停止しました
リセット
なし

エラークラスの「なし」には、他のエラークラスに属さないすべて
のエラーメッセージが含まれます。

エラーグループ
エラーグループは、エラーメッセージの発生場所を示します。
制御装置は、以下のエラーグループを区別します。

操作
プログラミング
PLC
一般情報
遠隔
Python
なし

エラーグループの「なし」には、他のエラーグループに属さないす
べてのエラーメッセージが含まれます。
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情報
「情報」には、以下の選択肢があります。

FN38
HEIDENHAIN 制御装置では、NC プログラムの特殊機能
FN38 を使い、通知を生成することができます。StateMonitor
が、この通知を受信し、E メールでユーザーに送信します
FN 38ジョブ
HEIDENHAIN 制御装置では、NC プログラムの特殊機能
FN38 を使い、ジョブステータスを通知することができま
す。StateMonitor が、このステータスを評価します
プログラムが完了しました
制御装置がプログラム終了 PGM END を読み取ると、この通
知が生成されます
ユーザーによりプログラムが中断しました
オペレータが内部 停止または緊急停止でプログラムを中断する
と、この通知が生成されます
エラーメッセージによりプログラムが中断しました
エラーメッセージによりプログラムランが中断されると、この
通知が生成されます

機械のマニュアルを参照してください。
制御装置がどの情報を送信するかは、可能な機械の設定
によって異なります。

マシンステータス
マシンステータスでは、StateMonitor がイベントをトリガーする
までの時間を定義します。その際、各マシンステータスに特定値
(分) を割り当てます。

カスタムメッセージ
表では、これまでの機械メッセージにチェックマークを付け、イベ
ントのための選択肢に追加することができます。
詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ
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イベントを作成する
イベントのトリガーとなるメッセージの選択は、慎重に行ってくだ
さい。

注意事項
データの消失に注意してください。
選択するメッセージの数が多すぎると、受信者の受信箱がいっ
ぱいになってしまう可能性があります。 受信箱がいっぱいにな
ると、それ以降のメールが届かなくなります。

StateMonitor 用に個別の受信箱を作成します
メッセージを慎重に選択します

注意事項
データの消失に注意してください。
StateMonitor から受信者に送信するメッセージが多すぎると、
迷惑メールとして分類される可能性があります。その場合、通
知が受信箱に届かなくなります。

メッセージを慎重に選択します

イベントを作成するには、以下の手順に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「イベントコンフィギュレータ」サブメニュー
を選択します
イベントを作成する対象となるマシンを選択し
ます
イベントのトリガーとなるべき、エラークラ
ス：、エラーグループ、情報、マシンステータ
スおよびカスタムメッセージを選択します
「名前の下でのこのイベント...」に適切な名前
を入力します
「Save」ボタンをクリックします

選択リストを使って、どの機械メッセージが通知をトリガーするか
を指定します。
表には、列 A と B があります。

A = クラスグループによる自動選択
B = 自動選択とは異なる選択

選択リストの列 A は、エラーメッセージがエラークラス：また
はエラーグループを介した自動選択によってイベントをトリガーす
るかどうかを示します。
該当するエラークラスまたはエラーグループを選択すると、列 A
にチェックマークが入ります。
列 B では、エラークラス：およびエラーグループを介して選択肢
に含まれたメッセージの中から、任意のものの選択を解除すること
ができます。
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そのエラークラスまたはエラーグループに属するメッセージのう
ち、一部のものだけがイベントをトリガーするように設定したい場
合は、列 B で個々のメッセージを選択できます。
もう 1 つの表に、作成されたイベントがすべて列挙されます。
既存のイベントの内容を確認するには、以下の手順に従ってくださ
い。

表内でイベントをクリックします
エラークラス：、エラーグループ、情報およびカスタムメッ
セージの選択肢がビューにロードされます。

イベントを削除する
イベントを削除するには、以下の手順に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「イベントコンフィギュレータ」サブメニュー
を選択します
イベントを削除する対象となるマシンを選択し
ます
表内でゴミ箱アイコンをクリックします
イベントが消去され、表から削除されます。

78 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



「メッセンジャー」メニュー | 通知プロファイルサブメニュー

6.3 通知プロファイルサブメニュー
「通知プロファイル」サブメニューでは、作成されたユーザーに通
知情報を割り当て、通知プロファイルとして保存することができま
す。
通知プロファイルには、以下の情報が含まれます。

ユーザー への参照指示
E メールを送信するための伝送情報 (次により通知...)
伝送期間 (日間、時刻)
通知間隔

「ユーザー」選択フィールドでは、すべての作成済みのユーザーを
選択できます。
通知は、E メールを通じてのみ行われます。

通知間隔
伝送期間として、次の項目を指定します。

ユーザーに通知を送る曜日
ユーザーに通知を送る時間 (何時から何時まで)

可能な通知間隔：
即時
1日に1回
収集済み (1～60 分で設定可能))

通知プロファイルを作成する
1 人のユーザーに対して複数の通知プロファイルを作成することが
できます（たとえば、社員が社内にいるときのプロファイル、社員
が待機中のプロファイルなど）。

ユーザーに対して通知プロファイルを作成するには、以下の手順
に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「通知プロファイル」サブメニューを選択しま
す
通知プロファイルを作成する対象のユーザーを
選択します
E メールによる通信回線を選択します（チェッ
クマークを付ける）
E メールアドレスを入力します
ユーザーに通知する曜日を選択します
時間 (何時から何時まで) を選択します
通知間隔を選択します
通知プロファイルに名前を付けます
「Save」ボタンをクリックします
通知プロファイルが保存され、表に一覧表示さ
れます。
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通知プロファイルを検索する
上で選択されたユーザーのすべてのプロファイルが表に一覧表示さ
れます。
「検索：」入力フィールドを使い、特定の通知プロファイルを検索
することができます。表のすべての列が検索の対象となります。
詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

通知プロファイルを変更する
既存の通知プロファイルを変更するには、次の手順に従ってくださ
い。

「情報」メニューに切り替えます
「通知プロファイル」サブメニューを選択しま
す
通知プロファイルを作成する対象のユーザーを
選択します
表の中で変更する通知プロファイルを選択しま
す
入力内容がビューにロードされます。
希望する変更を行います
「Save」ボタンをクリックします
変更された通知プロファイルが保存されます。

通知プロファイルを削除する
通知プロファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「通知プロファイル」サブメニューを選択しま
す
通知プロファイルを作成する対象のユーザーを
選択します
表内でゴミ箱アイコンをクリックします
通知プロファイルが表から削除されます。
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6.4 通知 サブメニュー
「通知」サブメニューでは、どのイベントが通知をトリガーするか
を指定します。ここでは、通知を作成、有効化、および削除しま
す。

通知の作成
通知プロファイルにイベントを割り当てることで、新しい通知を作
成できます。
通知を作成するには、次の手順に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「通知」サブメニューを選択します
マシンから、機械を選択します
その機械に対して提供されるイベントを含む表
が表示されます。
希望するイベントにチェックマークを付けます
ユーザーから、ユーザーを選択します
そのユーザーに対して提供される通知プロファ
イルを含む表が表示されます。
希望する通知プロファイルにチェックマークを
付けます
「...割り当て」ボタンをクリックします
通知のリストに、新しい通知を含む行が追加さ
れます。

通知を有効化する
リスト内で通知を有効化するには、「有効」列にチェックマークを
付けます。

通知は、有効化されていないと送信されません。

削除する
リストから通知を削除するには、以下の手順に従ってください。

「情報」メニューに切り替えます
「通知」サブメニューを選択します
表内でゴミ箱アイコンをクリックします
選択した通知が表から削除されます。

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ
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6.5 FN38：NC プログラムからメッセージを
送信する

制御機能 FN38
HEIDENHAIN 制御装置では、制御機能 FN38 が、StateMonitor
で通知として処理されるメッセージを生成します。
FN38 は、次の HEIDENHAIN 制御装置で利用できます。

制御装置 ソフトウェアバージョン

iTNC 530 34049x-03、60642x-01
TNC 640 34059x-05
TNC 620 81760x-01
TNC 320 771851-02
TNC 128 771841-02
CNC PILOT 640 68894x-04
MANUAL Plus 620 54843x-04

FN38 を使用するには、Q パラメータプログラミン
グの際の特殊機能を有効化するために、コード番号
555343 を入力します。
TNC ソフトウェアバージョン 34059x-07 以降では
FN38 はコード番号なしでプログラミングできます。

プログラミング
制御機能 FN38 をプログラミングするには、次の手順に従ってく
ださい。

制御装置の Q キーを押します

ソフトキー「多様な 機能」を押します

ソフトキー「FN38 伝送」を押します
制御装置が FN38: SEND /" ラインを書き込み
ます。
変数用の出力書式を含む伝送テキストを書き込
みます
例：
FN 38: SEND /"測定した直径: %+3f"/+Q153

書式指定子の数は、書式設定する値の数と一致しなけれ
ばなりません。
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出力書式
書式演算子を使い、数値の出力書式を指定することができます。
書式指定の冒頭にはパーセント記号を付けます。パーセント記号に
続く f は、十進法の浮動小数点数であることを示すコード文字で
す。
パーセント記号とコード文字の間には、以下のような指示を挿入で
きます。

パーセント記号の後のプラス記号は、数値に必ず符号が指定さ
れることを意味します。
ピリオドと数字は、表示される小数桁数を指定します。

以下の表は、変数の出力書式の構文例をまとめたものです。

出力書式 意味

%f 浮動小数点数を元の書式で出力する
%.0f 浮動小数点数を小数桁なしで出力する
%.1f 浮動小数点数を小数点第 1 位まで出力する
%+.2f 浮動小数点数を符号付きで小数点第 2 位ま

で出力する

使用例： パーツカウンター
目的： プログラムランごとにパーツ数に 1 を加算する。

Q1 = Q1 + 1 パーツカウンター
Q2 = 1000 合計パーツ数
Q3 = 0815 オーダー
FN 38: SEND/"Number of Parts: %.0f / %.0f

Order: %.0f" /+Q1/+Q2/+Q3
メッセージを送信する
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7.1 「ジョブ」メニュー (ソフトウェアオプ
ション)
ジョブの登録と評価は追加機能であり、ソフトウェアの
標準範囲には含まれていません。
詳細情報: "ソフトウェアオプションおよびライセンス",
128 ページ

StateMonitor により、製造命令の処理を登録し評価します。それ
には、「ジョブ」メニューで新規ジョブを作成し、機械に割り当て
ます。
「ジョブ」メニューには、次のサブメニューがあります。

ジョブの生成
ジョブの割当て
機械加工シーケンスの補正

割り当てられたジョブは、機械の「ジョブターミナル」サブメ
ニューに表示されます。そこで、ジョブに対する処理時間を登録
し、製造された個数をフィードバックします。
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー (ソフトウェアオプ
ション)", 64 ページ
処理時間を登録する際には、設定されたジョブステータスを利用し
ます。ジョブステータスは、「設定」メニューで詳細指定します。
詳細情報: "マシンステータス/ジョブステータス", 117 ページ
登録した処理時間と個数は、ジョブ評価に表示されます。
詳細情報: "ジョブ時間 (ソフトウェアオプション)", 103 ページ

どのサブメニューおよび機能が表示されるかは、ユー
ザーのロールによって異なります。
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7.2 「ジョブの生成」サブメニュー (ソフト
ウェアオプション)

「ジョブの生成」サブメニューでできること：
新規ジョブの作成
ジョブの変更
ジョブの削除

ジョブの作成
ジョブを作成するには、次の手順に従ってください。

「ジョブ」メニューに切り替えます
「ジョブの生成」サブメニューを選択します
「ジョブ番号」フィールドにジョブ番号を入力
します
「作業ステップ」フィールドに作業ステップを
入力します
必要に応じて、ジョブについての情報を入力し
ます
「シーケンスの作成」ボタンをクリックします
ジョブが、「生成されたジョブ」表に表示され
ます。
新しいジョブを機械に割り当てることができま
す。
詳細情報: "「ジョブの割当て」サブメニュー
(ソフトウェアオプション)", 89 ページ

ジョブに対する複数の作業ステップを素早く簡単に作成
するには、

説明したように作業ステップを作成します
「生成されたジョブ」表の中の作業ステップを選択
します
ジョブのデータが、「ジョブの生成」セクションに
適用されます。
データを調整します
「シーケンスの作成」ボタンをクリックします
新しい作業ステップが追加されます。

ジョブの変更
前提条件：ジョブが機械に割り当てられていないこと。
ジョブを変更するには、次の手順に従ってください。

「生成されたジョブ」表の中の変更したいジョブを選択します
選択したジョブが、表の中で緑色にマークされます。
ジョブのデータが、「ジョブの生成」セクションに適用されま
す。
データを調整します
「ジョブの変更」ボタンをクリックします
変更内容が適用されます。
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ジョブの削除
前提条件：ジョブが機械に割り当てられていないこと。
ジョブを削除するには、次の手順に従ってください。

「生成されたジョブ」表の中の削除したいジョブを選択します
選択したジョブが、表の中で緑色にマークされます。
「ジョブの削除」ボタンをクリックします
ジョブが、表から削除されます。
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7.3 「ジョブの割当て」サブメニュー (ソフト
ウェアオプション)

ジョブの割当て
ジョブを機械に割り当てて、処理に向けて許可するには、次の手順
に従ってください。

「ジョブ」メニューに切り替えます
「ジョブの割当て」サブメニューを選択します
「生成されたジョブ」表内でジョブをクリック
します
選択したジョブが、表の中で緑色にマークされ
ます。
「マシンを選択」選択フィールドで、機械を選
択します
必要に応じて、ジョブについての詳細情報を入
力します
「ジョブの割当て」ボタンをクリックします
ジョブが、「割り当てられたジョブ」表に表示
されます。
ジョブの処理を開始できます。
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー
(ソフトウェアオプション)", 64 ページ

割当ての変更
前提条件：ジョブが、ジョブターミナルでまだ開始されていないこ
と。
割り当てられたジョブを別の機械に割り当てるには、次の手順に
従ってください。

「割り当てられたジョブ」表の中の、別の機械に割り当てたい
ジョブを選択します
選択したジョブが、表の中で緑色にマークされます。
「マシンを選択」選択フィールドで、ジョブを割り当てたい機
械を選択します
「ジョブの割当て」ボタンをクリックします
割当てが変更されます。

ジョブの削除
詳細情報: "ジョブの削除", 88 ページ
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7.4 「機械加工シーケンスの補正」サブメ
ニュー (ソフトウェアオプション)

機械のジョブターミナルには、割り当てられたジョブが時系列で表
示されます。順序は手動で調整できます。それには、次の手順に
従ってください。

「ジョブ」メニューに切り替えます
「機械加工シーケンスの補正」サブメニューを
選択します
「マシンのジョブ」表に、選択された機械に割
り当てられているすべてのジョブが示されま
す。
マウスボタンを押したままジョブを希望の位置
にドラッグします
ジョブが、定義した順序で「ジョブターミナル
」サブメニューに表示されます。
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー
(ソフトウェアオプション)", 64 ページ
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7.5 FN38：NC プログラムでのジョブ機能
制御機能 FN38
HEIDENHAIN 制御装置では、制御機能 FN38 が、StateMonitor
で通知として処理されるメッセージを生成します。
FN38 は、次の HEIDENHAIN 制御装置で利用できます。

制御装置 ソフトウェアバージョン

iTNC 530 34049x-03、60642x-01
TNC 640 34059x-05
TNC 620 81760x-01
TNC 320 771851-02
TNC 128 771841-02
CNC PILOT 640 68894x-04
MANUAL Plus 620 54843x-04

FN38 を使用するには、Q パラメータプログラミン
グの際の特殊機能を有効化するために、コード番号
555343 を入力します。
TNC ソフトウェアバージョン 34059x-07 以降では
FN38 はコード番号なしでプログラミングできます。

ジョブステータスの登録
FN38 メッセージにより、StateMonitor にジョブステータスを通
知します。
FN38 メッセージでは、次の構文を使用します：
FN 38: SEND /"JOB:ジョブ番号_STEP:作業ステップ_ステータス"
条件：

制御装置が FN38 メッセージを送信できること
詳細情報: "FN38：NC プログラムからメッセージを送信する",
82 ページ
ジョブが作成されていること
ジョブが機械に割り当てられていること

例：
ジョブ番号 1234 および作業ステップ 1 を伴うジョブ

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" ジョブの開始
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" 準備の開始
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION" 製造
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP" ジョブの停止
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" ジョブの完了
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量のフィードバック
FN38 メッセージにより、ジョブに関する量を、StateMonitor に
フィードバックします。その際、量はインクリメンタルまたは絶対
数で指定します。

インクリメンタルデータの場合、量をそのつど、指定の値だけ
増加させます。
絶対データの場合、そのつど、古い値を新しい値で上書きしま
す

FN38 メッセージでは、次の構文を使用します：
FN 38: SEND /"JOB:ジョブ番号_STEP:作業ステップ_カテゴリー_量"
条件：

制御装置が FN38 メッセージを送信できること
詳細情報: "FN38：NC プログラムからメッセージを送信する",
82 ページ
ジョブが作成されていること
ジョブが機械に割り当てられていること
ジョブが処理中であること

例：
ジョブ番号 1234 および作業ステップ 1 を伴うジョブ；実際量
23、廃棄量 12、および再加工 15 という追加データ

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" 実際の総計 (OK) 絶対
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" 実際の総計 (OK) インクリメンタル
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" 廃棄 (S) 絶対
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" 廃棄 (S) インクリメンタル
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15" 再加工（R） 絶対
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" 再加工（R） インクリメンタル

ジョブの作成
StateMonitor を介して作成する代わりに、FN38 メッセージによ
り、制御装置を介してジョブを作成できます。
FN38 メッセージでは、次の構文を使用します：
FN 38: SEND /"JOB:ジョブ番号_STEP:作業ステップ_CREATE"
条件：

制御装置が FN38 メッセージを送信できること
詳細情報: "FN38：NC プログラムからメッセージを送信する",
82 ページ

例：
ジョブ番号 1234 および作業ステップ 1 を伴うジョブ

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" 新しいジョブの作成

92 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



8
「評価」メニュー



「評価」メニュー | 「評価」メニュー評価8

8.1 「評価」メニュー評価
「評価」メニューには、機械から取得したデータが表やグラフで表
示されます。
「評価」メニューには、次のサブメニューがあります。

日ビュー
マシンステータス
重要数値
プログラム実行回数
マシンのレポート
ジョブ時間

「日ビュー」、「マシンステータス」の各サブメニューでは、マ
シンステータスを時系列に並べたマシンステータスバーが表示さ
れ、アベイラビリティと使用率の各パラメータが算出されます。
「重要数値」、「プログラム実行回数」および「マシンのレポー
ト」の各サブメニューでは、該当するデータが表に一覧表示されま
す。
「ジョブ時間」サブメニューには、個々のジョブに対して登録され
た処理時間と個数が一覧表示されます。

どのサブメニューおよび機能が表示されるかは、ユー
ザーのロールによって異なります。

評価を保存する
「マシンステータス」、「重要数値」、「プログラム実行回数」、
「マシンのレポート」および「ジョブ時間」の各サブメニューで
は、現在の評価をマイ評価として保存することができます。
「プライベート」にチェックマークを付けると、評価は自分のログ
インデータを使った場合のみ表示されるようになります。他のユー
ザーはこれらの評価を見ることができません。
「プライベート」にチェックマークを付けない場合、その評価
は、承認ステータス： ユーザープラスまたは管理者を持つすべて
のユーザーに対して表示されます。
評価を保存するには、以下の手順に従ってください。

評価名を入力します
必要に応じて「プライベート」にチェックマークを付けます
「保存」ボタンをクリックします
現在の評価が保存され、「保存された評価」表に記入されま
す。

保存された評価をロードする
すでに評価を保存してある場合は、以下の手順に従ってください。

「マイ評価」で保存されている評価を選択します
保存された評価から、選択データがビューにロードされます。
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8.2 「日ビュー」サブメニュー
「日ビュー」サブメニューでは、その日のマシンステータスが機械
別にグラフで表示されます。
さらに、各機械のアベイラビリティと使用率のパラメータが図で表
示されます。
詳細情報: "「重要数値」サブメニュー重要数値", 98 ページ
マシンステータスに基づいてマシンステータスバーが表示されま
す。
マシンステータスバーのセクションの上に表示される青色の線は、
そのセクションに追加情報があることを示します。
詳細情報: "追加情報を保存する", 63 ページ

詳細情報の表示
マシンステータスバーの各セクションに対して、詳細情報を表示で
きます。
詳細情報を表示するには、次の手順に従ってください。

マシンステータスバーのセクションをクリックします
マシンステータスに関する詳細情報、および場合によってはコ
メントを含むウィンドウが表示されます。

8

HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月 95



「評価」メニュー | 「マシンステータス」サブメニュー8

8.3 「マシンステータス」サブメニュー
「マシンステータス」サブメニューには、定義した期間におけ
るマシンステータスの評価が含まれます。
以下の選択肢があります。

時間 (何時から何時まで)
日数（現在から遡って数える）

1 日
3 日
7 日

日付 (何日から何日まで)

特定の期間のマシンステータスを表示するには、以下の手順に
従ってください。

「評価」メニューに切り替えます
「Machine statuses」サブメニューを選択し
ます
機械を選択します (マシン名の前にチェックマー
クを付けます)
時間 (何時から何時まで) を選択します
日数（現在から遡って数える）を選択します
または、日付 (何日から何日まで) を選択します
「更新」ボタンをクリックします
選択した期間に対して、マシンステータスバー
とアベイラビリティおよび使用率が表示されま
す。
詳細情報: "「重要数値」サブメニュー重要数値",
98 ページ

詳細情報の表示
マシンステータスバーの各セクションに対して、詳細情報を表示で
きます。
詳細情報: "詳細情報の表示", 95 ページ

棒グラフの表示
各マシンステータスバーに対して、棒グラフを表示できます。棒グ
ラフは、パラメータ別に分類されており、マシンステータスの比率
を百分率で示します。
棒グラフを表示するには、次の手順に従ってください。

マシンステータスバーの隣のチャートアイコン
をクリックします
棒グラフが表示されます。
マシンステータスが詳細指定されている場合、
バーが太字で強調されます。
詳細情報: "マシンステータスを置き換えて詳細
に指定する", 62 ページ
詳細指定 (サブカテゴリー) を表示するには、
バーをクリックします
詳細指定は、専用のバーとして表示されます。

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ
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評価の保存
「マイ評価」で現在の評価を保存することができます。
詳細情報: "評価を保存する", 94 ページ

8
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8.4 「重要数値」サブメニュー重要数値
StateMonitor は、受領したマシンステータスからアベイラビリ
ティと使用率の各パラメータを算出します。
詳細情報: "アベイラビリティ", 99 ページ
詳細情報: "使用率", 100 ページ

選択した機械のパラメータを評価するには、以下の手順に従って
ください。

「評価」メニューに切り替えます
「重要数値」サブメニューを選択します
機械を選択します (マシン名の前にチェックマー
クを付けます)
時間 (何時から何時まで) を選択します
日数（現在から遡って数える）を選択します
または、日付 (何日から何日まで) を選択します
選択した機械に対し、選択した期間における以
下のパラメータの値が表に表示されます。

アベイラビリティ
使用率
生産時間
スケジュールされたビジー時間
ビジー時間
合計ダウンタイム

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

Graphically visualize a table
選択した機械ごとに、個別のグラフにパラメータが表示されます。
「マイ評価」で現在の評価を保存することができます。
詳細情報: "評価を保存する", 94 ページ
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アベイラビリティ
アベイラビリティとは、一般に、システムが利用可能である時間を
指します。
機械のアベイラビリティは、スケジュールされたビジー時間に対す
る稼動時間の比率として算出されます。
稼動時間とは、合計時間からすべてのダウンタイムを差し引いたも
のです。

合計対象期間 – 合計ダウ
ンタイムアベイラビリティ =

スケジュールされたビジー時間

スケジュールされたビジー時間とは、合計時間から機械がオフの状
態にある時間を差し引いたものです。

合計対象期間

– 機械が使用されていない時間

= スケジュールされたビジー時間（= 機械が使用されて
いる時間）

合計ダウンタイムとは、以下の時間を加算したものです。

機械が使用されていない時間

+ 待機時間

+ 機械の動作準備ができていない時間

= 合計ダウンタイム

アベイラビリティは次のようになります。

合計対象期間 – – –
アベイラビリティ =

合計対象期間 –

8

HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月 99



「評価」メニュー | 「重要数値」サブメニュー重要数値8

使用率
使用率とは、一般に、参照値の可能な最大値に対する実現可能な値
の比率を指します。
機械の使用率は、機械のビジー時間に対する実稼働時間の比率で
す。

実稼動時間 +
使用率 =

ビジー時間

ビジー時間とは、合計時間から待機時間と機械が使用されていない
時間を差し引いたものです。

合計対象期間

– 待機時間

– 機械が使用されていない時間

= ビジー時間

使用率は次のようになります。

実稼動時間 +
使用率 =

合計対象期間 – –

生産時間は、プログラム実行時間と異なる場合がありま
す。プログラム実行時間は、オーバーライド値が最低限
1 % であって初めて生産時間と見なされます。
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8.5 「プログラム実行時間」サブメニュー
「プログラム実行回数」サブメニューでは、複数の機械による NC
プログラムの実行時間を評価することができます。

プログラム実行回数を評価するには、以下の手順に従ってくださ
い。

「評価」メニューに切り替えます
「プログラム実行回数」サブメニューを選択し
ます
機械を選択します (マシン名の前にチェックマー
クを付けます)
時間 (何時から何時まで) を選択します
日数（現在から遡って数える）を選択します
または、日付 (何日から何日まで) を選択します
選択した期間に実行されたプログラムが表に一
覧表示されます。

「マイ評価」で現在の評価を保存することができます。
詳細情報: "評価を保存する", 94 ページ

Graphically visualize a table
プログラムの表とそのグラフは、機能の点で「マシンステータス」
の「マシン範囲」メニューにある「プログラム実行回数」サブメ
ニューに該当します。
詳細情報: "「プログラム実行回数」サブメニュー", 70 ページ

「マシン範囲」メニューとは異なり、「評価」メニュー
では、複数の機械に対して同時にグラフを表示し、互い
に比較することができます。StateMonitor は、すべて
のグラフを上下に一覧表示します。
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8.6 「機械メッセージ」サブメニュー
「マシンのレポート」サブメニューでは、選択した機械で定義した
期間に発生した特定のメッセージを一覧表示することができます。

「マシンのレポート」を一覧表示するには、以下の手順に従って
ください。

「評価」メニューに切り替えます
「マシンのレポート」サブメニューを選択しま
す
機械を選択します (マシン名の前にチェックマー
クを付けます)
時間 (何時から何時まで) を選択します
日数（現在から遡って数える）を選択します
または、日付 (何日から何日まで) を選択します
エラークラス：、エラーグループ、情報を選択
します
「更新」ボタンをクリックします
選択した機械で選択した期間に発生し、選択し
たエラークラス：、エラーグループまたは情
報に属するすべての機械メッセージが、表に一
覧表示されます。

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ
「マイ評価」で現在の評価を保存することができます。
詳細情報: "評価を保存する", 94 ページ
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8.7 ジョブ時間 (ソフトウェアオプション)
「ジョブ時間」サブメニューでは、製造命令に対して取得したデー
タを評価することができます。
評価のために提供されるのは、次のフォーマットです。

「ジョブ」表は、検索条件に該当するすべてのジョブを、その
総合時間と共に一覧表示します
「選択したジョブの作業手順」表は、選択したジョブに対する
すべての作業ステップを含み、処理時間、製造した部品の実際
量および廃棄量、ならびに作業ステップが実行された機械に関
する情報を与えます
棒グラフは、各作業ステップに対して、装備時間、製造時間、
および定義されていない時間の継続時間を視覚化します
「作業手順のエントリ」表には、選択した作業ステップの、終
了した各ジョブステータスに関する詳細情報が含まれます

取得したデータを評価にするには、次の手順に従ってください。
「評価」メニューに切り替えます
「ジョブ時間」サブメニューを選択します
機械を選択します (マシン名の前にチェックマー
クを付けます)
時間 (何時から何時まで) を選択します
日数 (現在から遡って数える) を選択します
または、日付 (何日から何日まで) を選択します
必要に応じて、ジョブ番号、ワーク名または
Part number を、該当する検索フィールドに
入力します
処理済みジョブに検索を限定するには、完了し
たジョブのみ表示の前にチェックマークを付け
ます
「更新」ボタンをクリックします
検索条件に該当するすべてのジョブが、表に列
挙されます。
「ジョブ」表内でジョブをクリックします
「選択したジョブの作業手順」表が表示されま
す。
「選択したジョブの作業手順」表内で作業ス
テップをクリックします
「作業手順のエントリ」表が表示されます。
「選択したジョブの作業手順」表に対する棒グ
ラフを表示するには、表を視覚的に表示をク
リックします

詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ
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9.1 設定 メニュー
「設定」メニューには、次のサブメニューがあります。

ユーザー設定
ユーザー
マシン
機械マッピング
マシンステータス
メッセンジャーの設定
ファイルのバックアップ
システム言語
外部レポートDB
情報

どのサブメニューおよび機能が表示されるかは、ユー
ザーのロールによって異なります。
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9.2 「ユーザー設定」サブメニューユーザー設
定

パスワードの変更

どのユーザーも自分のパスワードを変更することができ
ます。

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順に従ってくださ
い。

「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー設定」サブメニューを選択します
「ユーザー名」フィールドにユーザー名が表示
されます。
「古いパスワード」フィールドに、これまで使
用していたパスワードを入力します
「新しいパスワード」フィールドに新しいパス
ワードを入力します
「」フィールドに新しいパスワードをもう一度
入力します
「パスワードの変更」ボタンをクリックします
パスワードが変更されます。

パスワードを忘れた場合
ユーザーが自分のパスワードを忘れた場合は、管理者がパスワード
をリセットできます。
詳細情報: "パスワードをリセットする", 110 ページ

ユーザーの言語設定を変更してください
各ユーザーは、StateMonitor の言語を独自に設定することができ
ます。

ユーザーの言語設定を変更するには、次の手順に従ってくださ
い。

「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー設定」サブメニューを選択します
ユーザー言語を選択します
「変更を保存します」ボタンをクリックします
ユーザー言語が変更されます。

この変更は、他のユーザーの言語設定には影響しませ
ん。
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9.3 「User management」サブメニュー作
業者管理

ロール
StateMonitor のユーザーは、ロールの種類に応じて異なるアクセ
ス権限と変更権限を持ちます。
ユーザーに割り当てられるロールには、以下のようなものがありま
す。

メニュー 権限

既存のマシン 変更権限なし
マシンステータス、ジョブター
ミナル (ソフトウェアオプショ
ン) および最近 3 日間の詳細
ビューへのアクセスのみ最新3
日間の詳細ビュー

情報 アクセスなし
ジョブ
(ソフトウェア
オプション)

アクセスなし

評価 アクセスなし

ビューアー

設定 ユーザー設定と情報へのアクセ
スのみ情報

既存のマシン すべての権限
情報 変更権限なし
ジョブ
(ソフトウェア
オプション)

アクセスなし

評価 マシンステータスの日ビューへ
のアクセスのみ

ユーザー

設定 ユーザー設定と情報へのアクセ
スのみ情報

既存のマシン すべての権限
情報 すべての権限
ジョブ
(ソフトウェア
オプション)

すべての権限

評価 すべての権限

ユーザープ
ラス

設定 ユーザー設定と情報へのアクセ
スのみ情報

管理者 すべてのメ
ニュー

すべての権限

ユーザーデータの作成、変更、削除は、管理者ロールを
持つユーザーだけが実行できます。
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ユーザーの作成
StateMonitor でユーザーを作成するには、次の手順に従ってく
ださい。

「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー」サブメニューで以下のデータを入
力します

名
姓
ユーザー名
E-mail：

承認ステータス：を割り当てます
「保存」ボタンをクリックします
作成されたユーザーがユーザーリストに書き込
まれます。
ユーザーにパスワードを含む E メールが送信さ
れます。

ユーザーは、いつでも自分のパスワードを変更することができま
す。
詳細情報: "「ユーザー設定」サブメニューユーザー設定",
107 ページ
ログインには、ユーザー名とパスワードの両方が必要です。
詳細情報: "「ホーム」メニューホーム", 46 ページ
ユーザーは、指定した E メールアドレスを通じて、情報で定義し
た通知を受け取ります。
詳細情報: "「情報」メニュー情報", 74 ページ

ユーザーデータを変更する
ユーザーデータを後から変更するには、次の手順に従ってくださ
い。

「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー」サブメニューを選択します
ユーザーリストで変更したいユーザーを選択し
ます
ユーザーにマークが付き、入力フィールドに
データがロードされます。
変更を行います
「変更の保存」ボタンをクリックします
ユーザーリストにデータの変更が適用されま
す。
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ユーザーを削除する
StateMonitor でユーザーを削除するには、次の手順に従ってく
ださい。

「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー」サブメニューを選択します
ユーザーリストで削除したいユーザーを選択し
ます
ユーザーにマークが付き、入力フィールドに
データがロードされます。
「ユーザーの削除」ボタンをクリックします
ユーザーがリストから削除されます。

パスワードをリセットする
あるユーザーがそのパスワードを忘れた場合、管理者ロールを持つ
ユーザーのみがパスワードをリセットできます。

パスワードをリセットするには、以下の手順に従ってください。
「設定」メニューに切り替えます
「ユーザー」サブメニューを選択します
ユーザーリストでパスワードをリセットしたい
ユーザーを選択します
ユーザーにマークが付き、入力フィールドに
データがロードされます。
「歯車範囲をリセット」ボタンをクリックしま
す
パスワードがリセットされ、新しいパスワード
を含む E メールが該当するユーザーに送信され
ます。
ユーザーは、そのパスワードをさらに変更する
ことができます。

StateMonitor の通知機能 情報) が統合されていない会
社では、パスワードのリセットを知らせる E メールが
送信されません。
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9.4 「マシン」サブメニューマシン
マシンの作成

この機能にアクセスできるのは、管理者ロールを持つ
ユーザーだけです。

StateMonitor で新しい機械を作成するには、次の手順に従ってく
ださい。

「設定」メニューに切り替えます
「マシン」サブメニューを選択します
「マシン名」フィールドに機械の名前を入力し
ます
型式 (制御装置) を選択します
選択に応じて、「機械固有の設定」エリアが表
示されます。
選択に応じて、必要な設定を行います
詳細情報: "制御装置固有の機械パラメータ",
162 ページ
「IPアドレス/DHCP」には、機械の IP アドレ
ス (eth0) またはホスト名を入力します
「確認」ボタンをクリックします
StateMonitor が機械へのネットワーク接続を点
検します。
詳細情報: "ネットワーク接続の点検",
112 ページ
機械の画像がある場合は、「イメージの読み込
み」ボタンをクリックします
Windows のエクスプローラーで画像ファイルを
選択します
選択した画像がビューにロードされます。
「マシンのセットアップ」ボタンをクリックし
ます
機械が機械リストに保存されます。
「有効」列にチェックマークを付けます
機械リストで作成した機械を選択します
機械にマークが付きます。
「マシンの保存」ボタンをクリックします
「既存のマシン」メニューに機械が表示されま
す。

「有効」列にチェックマークを付けないと、機械は「既
存のマシン」メニューに表示されません。
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ネットワーク接続の点検

ネットワーク接続の確認がうまくいかないと、以下のよ
うなエラーメッセージが表示されます。
"無効なIPアドレス"

ネットワーク接続が確立されない場合、以下を点検してください。
機械の IP アドレスが正しく入力されているか
StateMonitor がインストールされているサーバーまたは PC が
社内 LAN に接続されているか
機械が社内 LAN に接続されているか

詳細情報: "ネットワーク接続", 133 ページ
機械と StateMonitor との間でネットワーク接続が確立されると、
制御装置が SIK 番号と NCソフトウェアのソフトウェアバージョ
ンを StateMonitor に伝送します。
StateMonitor は、SIK 番号と NCソフトウェアのソフトウェア
バージョンとを一覧表の該当する列に入力します。

「接続ステータス」列に関する詳細接続ステータス
機械リストの「接続ステータス」列には、各機械の現在の接続ス
テータスが表示されます。
以下の接続ステータスがあります：

接続ステータス 原因

接続は正常に確立されました 機械は StateMonitor に接続されています
自動接続設定 接続の確立中
非接続。 有効化が必要です。 接続の中断

5 分間のうちに 3 回接続が中断されると、接続を確立する試みが
行われなくなります (不安定なネットワーク)

接続を分離 機械と StateMonitor との間に接続がありません
機械が StateMonitor で無効になりました
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接続ステータスの後ろに、帰属の DNC ステータスメッセージが角
括弧で囲んで表示されます。
以下の DNC ステータスメッセージがあります。

DNC ステータスメッセージ 意味 原因

DNC STATE NOT INITIALIZED 機械は始動状態にあります
機械はまだ初期化されていません

接続はまだ確立されていません

DNC STATE HOST IS NOT
AVAILABLE

PING を介して機械にアクセスで
きません

機械がオフにされているか、ネット
ワークから切断されています

DNC STATE HOST IS
AVAILABLE

PING を介して機械にアクセスで
きます

機械が始動し、NC が開始さ
れ、DNC がすでに使用可能です

DNC STATE DNC IS
AVAILABLE

DNC が使用可能です 機械が始動し、NC と DNC はまだ
開始されていません

DNC STATE WAITING
PERMISSION

権限を待機中 クライアントが外部アクセス用の権
限を待機しています外部アクセス

DNC STATE MACHINE IS
BOOTED

機械はブートし、
NC ソフトウェアはロードさ
れ、PLC はまだコンパイルされて
いません

機械はブートし、CE による電源遮
断の確認を待機しています

DNC STATE MACHINE IS
INITIALIZING

機械を初期化しています PLC をコンパイルしています

DNC STATE MACHINE IS
AVAILABLE

機械は完全にブートし、動作準備
ができています

機械は動作準備ができていて、すべ
ての DNC 機能が使用可能です

DNC STATE MACHINE IS
SHUTTING DOWN

機械をシャットダウンしています 機械のシャットダウンが開始されま
した

DNC STATE DNC IS STOPPED 機械がシャットダウンされ、DNC
が停止されています

シャットダウン時に DNC が終了さ
れました

DNC STATE HOST IS STOPPED 機械がシャットダウンされました 接続が切断され、
機械がシャットダウンされ、アクセ
スできなくなっています

DNC STATE NO PERMISSION 権限がありません 外部アクセスがブロックされていま
す（MOD 機能）
外部アクセス用の権限のリクエスト
が拒否されました
外部アクセス用の権限のリクエスト
が保留中で確認されていません
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接続上の問題の解決
5 分間のうちに 3 回接続が中断された場合、ネットワークが不安
定であると考えられます。それ以上、接続は試行されません。
「非接続。 有効化が必要です。」
という接続ステータスが表示されます。
新たに接続の確立を試行するには、以下の手順に従ってください。

機械をオフにします
「マシンの保存」ボタンをクリックします
機械を再びオンにします
「マシンの保存」ボタンをクリックします
StateMonitor が接続の確立を試みます。

クライアントが外部アクセス用の権限をリクエストすると、制御装
置に右のようなウィンドウが表示されます。

「エラーメッセージ」列に関する詳細エラーメッセージ
機械リストの「エラーメッセージ」列には、接続上の問題が生じた
場合に、DNC エラーメッセージが表示されます。
以下の DNC エラーメッセージがあります。

DNC エラーメッセージ 意味 原因

DNC_E_DNC_PROHIBITED DNC がブロックされています 外部アクセスがブロックされてい
ます（MOD 機能）
外部アクセス用の権限のリクエス
トが拒否されました

DNC_E_FAIL DNC が失敗しました ファイアウォールがブロックされ
ています

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE DNC オプションが使用不可能 オプション #18 HEIDENHAIN
DNC が使用不可能です

DNC_E_NOT_POS_NOW DNC が現在不可能 DNC 接続が目下不可能です
(たとえば、機械のシャットダウ
ン中など)

DNC32_E_NOT_CONN 機械への接続がありません 機械がオフにされているか、ネッ
トワークと接続されていません

TIMEOUT ネットワークにおけるタイムア
ウト

StateMonitor がリクエストを送
信したものの、制御装置は応答
しません (接続を点検してくださ
い)

マシンの編集
StateMonitor で機械のデータを変更するには、次の手順に従って
ください。

「設定」メニューに切り替えます
「マシン」サブメニューを選択します
機械リストで機械を選択します
データが入力フィールドにロードされます。
データを変更します
「マシンの保存」ボタンをクリックします
データの変更が反映され、保存されます。
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機械を削除する
StateMonitor で機械を削除するには、次の手順に従ってくださ
い。

「設定」メニューに切り替えます
「マシン」サブメニューを選択します
機械リストで機械を選択します
「マシンの削除」ボタンをクリックします
選択した機械がリストから削除されます。
機械は「既存のマシン」メニューに表示されな
くなります。
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9.5 機械マッピング サブメニュー
「機械マッピング」サブメニューでは、個々のユーザーに機械を割
り当てることができます。ユーザーには、割り当てられた機械だけ
が表示されるようになります。

この機能にアクセスできるのは、管理者ロールを持つ
ユーザーだけです。

ユーザーに特定の機械を割り当てるには、以下の手順に従ってく
ださい。

「設定」メニューに切り替えます
「機械マッピング」サブメニューを選択します
「ユーザーの機械への割り当てをアクティブに
します」にチェックマークを付けます
ユーザーの選択 ドロップダウンメニューで
すべての機械で、選択したユーザーに割り当て
たい機械を選択します
複数の機械を選択する場合は、Ctrl キーを押し
ながら機械を選択します
「右向き矢印」ボタンをクリックします
機械が、選択したユーザーに割り当てられ、
「割り当てられた機械」に入力されます。
「保存」ボタンをクリックします

割り当てを解除するには、以下の手順に従ってください。

割り当てた機械を選択します
「左向き矢印」ボタンをクリックします
選択した機械が「すべての機械」に戻ります。
「保存」ボタンをクリックします

ユーザーにすべての機械を割り当てるには、以下の手順に従ってく
ださい。

「右向き二重矢印」ボタンをクリックします
すべての機械が「割り当てられた機械」に移動
します。
「保存」ボタンをクリックします

「ユーザーの機械への割り当てをアクティブにします」
にチェックマークを付けなかった場合、すべてのユー
ザーにすべての有効な機械が表示されます。
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9.6 マシンステータス/ジョブステータス
「マシンステータス/ジョブステータス」サブメニューでは、ス
テータスを詳細に説明する詳細指定 (サブカテゴリー) を作成しま
す。詳細指定は、「マシン範囲」メニューで機械またはジョブに割
り当てます。割り当てられた詳細指定は、「 評価」メニューに表
示されます。

マシンステータス
マシンステータスの種類は、以下のとおりです。

色 状態 説明

ダークグ
リーン

実稼働（送り
速度および早
送り OVR >=
100％）

機械が実稼動しています。送
り速度と早送りのポテンショ
メータは 100% 以上に設定さ
れています。

ライトグ
リーン

実稼働（送り速
度および早送り
OVR < 100％）

機械が実稼動しています。送
り速度と早送りのポテンショ
メータは 100% 未満に設定さ
れています。

黄

OKですが、実稼
働していません

機械の動作準備ができていま
すが、実稼動していません

赤

動作準備ができて
いません

機械の動作準備ができてい
ません
緊急停止されました
エラーメッセージが未解決
です

ライトグ
レー

遅延 黄色またはダークグレーの
マシンステータスの代わりを
し、さらに詳細に指定します

ダークグ
レー

マシンが使用され
ていません

機械がオフになっています

ジョブステータス (ソフトウェアオプション)
ジョブステータスの種類は、以下のとおりです。

生成済み
割り当て済み
ロック/変更
開始済み
準備
製造
中断
シャットダウン
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ステータスの詳細指定
ステータスを詳細に指定するか他の詳細指定を追加するには、次
の手順に従ってください。

「設定」メニューに切り替えます
「マシンステータス/ジョブステータス」サブメ
ニューを選択します
詳細を指定したいステータスをクリックします
選択したステータスの下に入力ウィンドウが開
きます。
追加の説明（詳細指定）を入力します
「新」ボタンをクリックします
入力ウィンドウの上のリストに新しい詳細指定
が記載されます。

新しい詳細指定は、「既存のマシン」メニューでマシンステータス
またはジョブステータスに割り当てます。
詳細情報: "「マシンステータスの編集」サブメニュー", 62 ページ
詳細情報: "「ジョブターミナル」サブメニュー (ソフトウェアオプ
ション)", 64 ページ

詳細指定の順序を変更
矢印キーをクリックすることで、詳細指定の順序を変更できま
す。

上向き矢印をクリックします
リスト内の詳細指定が 1 つ上に移動します。
下向き矢印をクリックします
リスト内の詳細指定が 1 つ下に移動します。

詳細指定を削除する
詳細指定を削除するには、以下の手順に従ってください。

ゴミ箱アイコンをクリックします
詳細指定がリストから削除されます。
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9.7 メッセンジャーの設定 サブメニュー
「メッセンジャーの設定」サブメニューでは、StateMonitor から
ユーザーへの通知を送信するメールサーバーへの接続データを指定
します。
前提条件：メールサーバー
「メッセンジャーの設定」を行うには、以下の手順に従ってくださ
い。

「設定」メニューに切り替えます
「メッセンジャーの設定」サブメニューを選択
します
接続パラメータを入力します
「保存」ボタンをクリックします
SMTP サーバーへの接続の設定が保存されま
す。

以下のパラメータが使用できます。

パラメータ 説明

サーバ メールサーバーのサーバー名
User SMTP ユーザーのユーザー名

必要に応じて、E メールプロバイダーに問
い合わせてください

Password SMTP ユーザーのパスワード
必要に応じて、E メールプロバイダーに問
い合わせてください

接続の安全性 E メールプロバイダーの設定によって異な
る、通信暗号化の種類

None：
暗号化なしの通信
STARTTLS：
E メールサーバーが伝送の暗号化を提供
するまでは通信は暗号化されません。暗
号化が提供されて初めて、暗号化された
通信が確立されます
SSL/TLS：
通信は完全に暗号化されています

ポート 選択した接続の安全性によって異なる、通
信用の SMTP ポート：

None 用は 25
STARTTLS 用は 587
SSL/TLS 用は 465

HEIDENHAIN では、転送データを保護するために暗号
化した接続の使用を推奨しています。
必要であれば、IT 専門家にご相談ください。
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9.8 ファイルのバックアップ サブメニュー
データの自動保存および自動削除
デフォルトでは、メモリがいっぱいになるまですべてのデータが順
次保存されます。メモリがいっぱいになると、管理者が、該当する
メッセージを受け取ります。
定期的にメモリ容量を空けるためには、過去のデータを保存する期
間を指定します。それには、希望する日数を指定します。それより
も古いデータは自動的に削除されます。
データの自動削除を設定するには、次の手順に従ってください。

「設定」メニューに切り替えます
「ファイルのバックアップ」サブメニューを選
択します
...日数入力フィールドの値はデフォルトでは 0
です：メモリがいっぱいになるまでデータが順
次保存されます。
...日数入力フィールドに、希望する保存日数、
たとえば、365 (1 年) を入力します
「保存」ボタンをクリックします

365 日よりも古いすべてのデータが定期的に削除さ
れます。

HEIDENHAIN では、StateMonitor の自動保存プロセ
スとは別に、サーバーまたは PC 上でデータのバック
アップを毎日行うことを推奨しています。それにより、
機能障害が発生した場合に大量のデータが失われるのを
防ぐことができます。

サーバーまたは PC 上で StateMonitor のデータを CSV 形式で
バックアップするには、以下の 2 つの方法があります。

自動 (たとえば、毎日午前 10 時に実行)
手動

自動バックアップ
StateMonitor による定期的なバックアップを自動的に行うには、
次の手順に従ってください。

「設定」メニューに切り替えます
「ファイルのバックアップ」サブメニューを選
択します
「バックアップを保存用パス」入力フィールド
に、バックアップの保存先に希望するパスを入
力します (たとえばサーバーのドライブ：
C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitorbackup)
バックアップを保存する時刻を選択します
(たとえば 10:00)
「生成中」ボタンをクリックします
データは、毎日午前 10 時に指定のパスに保存
されます。
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手動バックアップ
手動バックアップを実行するには、以下の手順に従ってください。

「設定」メニューに切り替えます
「ファイルのバックアップ」サブメニューを選
択します
「CSVファイルをエクスポート」ボタンをク
リックします
画面に、保存先を選択するためのウィンドウが
表示されます。
保存場所を選択します
「保存」ボタンをクリックします
バックアップファイルが、選択した保存先に保
存されます。

バックアップファイルは、以下の 2 つの CSV ファイルを ZIP
ファイルにまとめたものです。

MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

どちらの CSV ファイルの名前も変更しないでくださ
い！

データベースを手動で復元する
StateMonitor のデータベースが壊れた場合は、データベースを手
動で復元する必要があります。
データベースを手動で復元するには、次の手順に従ってください。

C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitordatbackups
で、希望する日付のフォルダから「tncsmdb」フォルダをコ
ピーします
「tncsmdb」フォルダを
「C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitordat」
フォルダに挿入します (フォルダがすでにある場合は上書きし
ます)

データの復元後、必要であれば StateMonitor を再起動
します。

「C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitordat」ディ
レクトリにある「tncsmdb」フォルダを削除すると、次回の
StateMonitor の起動時に新しい空白のデータベースが作成されま
す。

注意事項
データの消失に注意してください。
データベースのバックアップを作成せずに
「C:ProgramDataHEIDENHAINStateMonitordat」フォ
ルダから現在のデータベースを削除してしまうと、これまでの
すべてのデータ (機械データ、ユーザーデータなど) が失われま
す。

データベースを定期的にバックアップします
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ログファイルをダウンロードする
HEIDENHAIN のサービス窓口に問い合わせるとき
に、StateMonitor のログファイルが必要な場合があります。
ログファイルを作成するには、以下の手順に従ってください。

「設定」メニューに切り替えます
「ファイルのバックアップ」サブメニューを選
択します
「ログファイルをダウンロードする」ボタンを
クリックします
画面に、保存先を選択するためのウィンドウが
表示されます。
保存場所を選択します
「保存」ボタンをクリックします
ログファイルが、選択した保存先に保存されま
す。
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9.9 「システム言語」サブメニューシステム言
語

「システム言語」サブメニューでは、StateMonitor のグローバル
言語を選択できます。

この機能にアクセスできるのは、管理者ロールを持つ
ユーザーだけです。

StateMonitor のシステム言語を設定するには、次の手順に従って
ください。

「設定」メニューに切り替えます
「システム言語」サブメニューを選択します
画面に言語設定を変更するためのウィンドウが
表示されます。
リストから希望する言語を選択します
「変更を保存します」ボタンをクリックします

注意事項：
StateMonitor でのシステム言語の変更を反映させる
ために、ソフトウェアを再起動する必要はありませ
ん
「ユーザー設定」サブメニューでは、各ユーザーが
独自に言語を変更できます。この変更は、システム
言語の設定には影響しません
「ユーザー設定」サブメニューでの言語設定は、表
示においてシステム言語に優先します
新規作成したユーザーでの言語設定は、そのユー
ザーが別の言語を選択するまでシステム言語に対応
します。
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9.10 外部レポートDB「」サブメニュー
外部レポート DB (データベース) は、保存された StateMonitor
データを読み取り、運転報告用に評価します。StateMonitor は、
データベースシステムの Apache Derby および Microsoft SQL
Server に対応しています。

StateMonitor は、外部データベースに StateMonitor
データベースの過去データは書き込みません。

このやり方で StateMonitor からの機械データを次の目的に使用し
ます。

ERP システムおよび MES システムからのデータとの相互関連
OEE ソフトウェア用のデータの準備
自身のソフトウェアでのマシンステータスの視覚化

この機能にアクセスできるのは、管理者ロールを持つ
ユーザーだけです。

前提条件：データベースシステム (Apache Derby または
Microsoft SQL Server) によるサーバー

外部データベースを接続するには、次の手順に従ってください。
「設定」メニューに切り替えます
「外部レポートDB」サブメニューを選択します
「データベース」ドロップダウンメニューか
ら、使用するデータベースシステムを選択しま
す
使用するデータベースシステムに応じて、接続
パラメータを入力します
必要であれば、Test をクリックして、外部デー
タベースへの接続をテストします
「保存」ボタンをクリックします
外部データベースへの接続の設定が保存されま
す。

初回の接続確立時に、StateMonitor が、データベースに次の表を
作成します。

MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Apache Derby 用のパラメータ
データベースシステムとしてダービーを選択した場合、次のパラ
メータを使用できます。

パラメータ 説明

データベースホスト データベースサーバーの IP アドレス
またはドメイン名

データベースポート ポート番号（0 ～ 65536）
入力は必須ではありません

データベース名 個別入力
データベースユーザー 個別入力
データベースパスワード 個別入力

用のパラメータMicrosoft SQL Server
データベースシステムとして Microsoft SQL Server を選択した
場合、次のパラメータを使用できます。

パラメータ 説明

データベースホスト データベースサーバーの IP アドレス
またはドメイン名

データベースポート ポート番号（0 ～ 65536）
入力は必須ではありません

インスタンス名 個別入力
データベース名 個別入力
Windows認証 オン / オフ
データベースユーザー Windows認証が無効の場合のみ入力

が必須
データベースパスワード Windows認証が無効の場合のみ入力

が必須
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9.11 「情報」サブメニュー情報
「情報」サブメニューでは、ライセンス情報とソフトウェアに関す
る法的な注意事項を確認できます。
以下の情報が表示されます。

StateMonitor のバージョン
HEIDENHAIN DNC のバージョン
StateMonitor のライセンス
ライセンス条件
オープンソースのライセンスに関する注意事項の表
詳細情報: "表およびグラフの機能", 42 ページ

「情報」サブメニューに移動するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

「設定」メニューに切り替えます
「情報」サブメニューを選択します
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10.1 ソフトウェアオプションおよびライセンス
StateMonitor の機能は、追加ソフトウェアオプションで拡張でき
ます。
ソフトウェアオプションのライセンスは、HEIDENHAIN 販売部か
らご入手ください。ライセンスキーを受け取り、ドングル上のソフ
トウェアオプションを有効化します。
次のソフトウェアオプションが用意されています。

オプ
ション

機能拡張 ID

1 さらに 5 台の機械制御装置 1220884-01
2 Modbus インターフェース 1268670-01
3 OPC UA インターフェース 1268673-01
4 JobTerminal 1268674-01
5 MTConnect インターフェース 1268675-01
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10.2 ライセンスの請求
シリアル番号を指定して、HEIDENHAIN からライセンスを取得し
ます。シリアル番号は、「情報」サブメニューをご覧ください。

「情報」サブメニューに移動するには、以下の手順に従ってくだ
さい。

「設定」メニューに切り替えます
「情報」サブメニューを選択します
一覧が表示されます
プログラムバージョンとシリアル番号が表示さ
れます
HEIDENHAIN のサービス窓口に連絡し、表示さ
れたシリアル番号を申告し、ライセンスを請求
します
HEIDENHAIN のサービス窓口によってライセン
スが生成され、電子メールで届きます

10
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10.3 ライセンスの有効化
ライセンスを有効にするには、ドングル上の新しいライセンスを有
効化します。
有効化するためのプロセスは、設定によって異なります。

オンライン：StateMonitor アプリケーションがインストールさ
れているサーバーまたは PC がインターネットアクセスできま
す。
ドングル上のライセンスを直接に有効化できます。
詳細情報: "ライセンスの有効化 (オンライン)", 130 ページ
オフライン：StateMonitor アプリケーションがインストールさ
れているサーバーまたは PC がインターネットにアクセスでき
ません。
まずライセンス請求ファイルを生成し、インターネットにアク
セスできる PC に転送します。次いでこの請求ファイルを、ラ
イセンスで有効化します。ライセンスで生成した更新ファイル
を再び、StateMonitor アプリケーションがインストールされて
いるサーバーまたは PC に転送し、そこでライセンスを有効化
します。
詳細情報: "ライセンスの有効化 (オフライン)", 131 ページ

ライセンスの有効化 (オンライン)
ドングル上のライセンスをオンラインで有効化するには、次の手順
に従ってください。

StateMonitor がインストールされているサーバーまたは PC 上
で、次の URL：
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot のウェブサイ
トを呼び出します

あるいは
「ジョブのライセンスを」ボタンをクリックします
StateMonitor 用のライセンシングポータルが表示されます。
ライセンスキー (WIBU チケット) を、E メールから WIBU チ
ケットフィールドにコピーします
「次へ」ボタンをクリックします
ライセンス一覧ページが表示されます。
「ライセンスを有効化」ボタンをクリックします
Available Licenses ページが表示されます。
「Activate Selected Licenses Now」ボタンをクリックして
そのページの指示に従います
機械制御装置に対する 5 つの追加のライセンスが、ドングル上
で有効化されます。
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ライセンスの有効化 (オフライン)
ライセンス請求ファイルを生成するには、次の手順に従ってくださ
い。

StateMonitor がインストールされているサーバーまたは PC 上
で、CodeMeter Control Center を呼び出します
「ジョブのライセンスを」ボタンをクリックします
CmFAS アシスタントが表示されます。
「ライセンス請求を生成」オプションをクリックして、「次
へ」をクリックします
「既存のライセンスを拡張」オプションをクリックして、「次
へ」をクリックします
「DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH」オプションをク
リックして、「次へ」をクリックします
パスを含めた希望のファイル名を入力して、「適用」をクリッ
クします
ライセンス請求ファイルが、指定の保存先に生成されます。
ライセンス請求ファイルを、インターネットアクセスできる
PC に転送します (たとえば、USB スティックを使用)

ライセンス更新ファイルを生成するには、次の手順に従ってくださ
い。

次の URL：
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot のウェブサイ
トを呼び出します
StateMonitor 用のライセンシングポータルが表示されます。
ライセンスキー (WIBU チケット) を、E メールから WIBU チ
ケットフィールドにコピーします
「次へ」ボタンをクリックします
ライセンス一覧ページが表示されます。
「ライセンスを有効化」ボタンをクリックします
「Offline license transfer」ボタンをクリックしてそのペー
ジの指示に従います
ライセンス更新ファイルが作成されます。
StateMonitor がインストールされているサーバーまたは PC
にライセンス更新ファイルを転送します (たとえば、USB ス
ティックを使用)

ライセンス更新ファイルを有効にするには、次の手順に従ってくだ
さい。

StateMonitor がインストールされているサーバーまたは PC 上
で、CodeMeter コントロールセンターを呼び出します
「ジョブのライセンスを」ボタンをクリックします
CmFAS アシスタントが表示されます。
「ライセンス更新を入力」オプションをクリックして、「次
へ」をクリックします
ライセンスファイルのパスを含めたファイル名を入力して、
「適用」をクリックします
ライセンス更新ファイルがインポートされます。
機械制御装置に対する 5 つの追加のライセンスが、ドングル上
で有効化されます。
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11.1 SIK メニュー
SIK（System Identification Key）には、制御ループとソフト
ウェアオプションを有効にするための NC ソフトウェアライセン
スが含まれています。
SIK 番号により制御装置の一意の識別が可能になります。
まず、制御装置の SIK メニューを開き、オプション #18 が有効
になっているかどうかを確認してください。

iTNC 530 での手順：
プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 SIK を入力します
ENT キーを押します
TNC の画面に SIK メニューが表示されます。

オプション #18 にチェックマークが付いている場合は、制御装
置上で HEIDENHAIN DNC インターフェースが有効になっていま
す。
オプション #18 にチェックマークが付いていない場合は、オプ
ション #18 を有効化する必要があります。
詳細情報: "オプション #18 の有効化", 136 ページ

オプションを有効化するには、制御装置の SIK 番号が
必要です。 SIK 番号は、SIK メニューの SIK 情報にあ
る「Identifier (SIK-ID)」フィールドで確認できま
す。

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 での手順：
プログラミングするモードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 SIK を入力します
ENT キーを押します
TNC の画面に SIK メニューが表示されます。

オプション #18 にチェックマークが付いている場合は、制御装
置上で HEIDENHAIN DNC インターフェースが有効になっていま
す。
オプション #18 にチェックマークが付いていない場合は、オプ
ション #18 を有効化する必要があります。
詳細情報: "オプション #18 の有効化", 136 ページ

オプションを有効化するには、制御装置の SIK 番号が
必要です。 SIK 番号は、SIK メニューの SIK 情報にあ
る「Serial No. (SN)」フィールドで確認できます。
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CNC PILOT 640 / MANUALplus 620 での手順：
組 織モードを選択します

鍵のマークが付いたソフトキーを押します
コード番号 SIK を入力します
「OK」で確定します
制御装置が機械パラメータ プログラミングサブ
モードに切り替わり、SIK メニューが表示され
ます。

オプション #18 にチェックマークが付いている場合は、制御装
置上で HEIDENHAIN DNC インターフェースが有効になっていま
す。
オプション #18 にチェックマークが付いていない場合は、オプ
ション #18 を有効化する必要があります。
詳細情報: "オプション #18 の有効化", 136 ページ

オプションを有効化するには、制御装置の SIK 番号が
必要です。 SIK 番号は、SIK メニューの SIK 情報にあ
る「Serial No. (SN)」フィールドで確認できます。
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11.2 オプション #18 の有効化
オプション #18 は、以下のソフトウェアバージョン以降の
HEIDENHAIN 制御装置で使用できます。

制御装置 ソフトウェアバージョン

iTNC 530 34049x-01 以降
iTNC 530 HSCI 60642x-01 以降
TNC 640 HSCI 34059x-01 以降
TNC 620 HSCI 34056x-01 / 73498x-01 以降
TNC 320 34055x-01 / 771851-01 以降
TNC 128 771841-01 以降
CNC PILOT 640 68894x-01 以降
MANUALplus 620 54843x-01 以降

オプション #18 は、HEIDENHAIN DNC インターフェースを有効
化します。
DNC は Distributed Numerical Control の略語で、コンピュータ
制御された工作機械（CNC 機械）のコンピュータネットワークへ
の統合を意味します。

お試しの 90 日間の有効化
オプション #18 をお試しで 90 日間だけ有効化するには、以下の
手順に従ってください。

制御装置の SIK 番号をメモします
詳細情報: "SIK メニュー", 134 ページ
ハイデンハインのサービス窓口に連絡します：

E メールの宛先 service.nc-pgm@heidenhain.de
または電話（+49 8669 31-3103）

SIK 番号と引き換えに、希望のオプションをお試しで 90 日間
有効化するのに必要なコード番号が渡されます。

注意事項：
無料で個々のオプションをお試しで 90 日間有効に
できるサービスは 1 回しか使用できず、2 回目以降
は有料となります
オプション #18 のお試しの無料有効化は、iTNC
530 ではソフトウェアバージョン 34049x-04 以降
でのみ可能です
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有料の有効化（無制限）
オプション #18 を購入して、無制限で有効化するには、以下の手
順に従ってください。

ハイデンハインに連絡します：
E メールの宛先 info@heidenhain.de
またはホームページの問い合わせフォームを使用しま
す：www.heidenhain.de
または HEIDENHAIN Klartext ポータルを利用しま
す：www.klartext-portal.de

いずれの場合も、以下の情報をご用意ください。
制御装置の SIK 番号
お客様の連絡先情報
お客様の電話番号（確認が必要な場合に備えて）

担当者から早急にご連絡を差し上げます。
5 桁の有効化コードをお渡しします。

手順
有効化コードを受け取ったら、以下の手順に従ってください。

SIK メニューを開きます 
詳細情報: "SIK メニュー", 134 ページ
カーソルをオプション #18 の上に置きます

ソフトキー SET OPTION を押します
有効化コードを入力するためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
有効化コードを入力します
「OK」で確定します
オプション #18 が制御装置上で有効化さ
れ、SIK メニュー内で有効になります。
必要であれば制御装置を再起動します
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11.3 ネットワーク接続
StateMonitor を使用するためには、機械制御装置がネットワーク
に統合されていなければなりません。
HEIDENHAIN 制御装置は、イーサネットカードを標準装備してい
ます。 そのため、制御装置をクライアントとしてネットワークに
接続することができます。

制御装置のコンフィギュレーションは、ネットワーク専
門家に依頼してください。

iTNC 530 のソフトウェアバージョンが
34049x-05 以前 の場合：
TNC の IP アドレスを変更すると、制御装置が自動的に
再起動します。

固定 IP アドレスを介したネットワーク接続
IP アドレスを DHCP サーバーから動的に取得しない場合は、サブ
ネット内の固定 IP アドレスを制御装置のインターフェース設定に
入力します。
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
34049x-04（HEROS 4）以降
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するに
は、以下の手順に従ってください。

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のメイン画面が表示されま
す。
列に以下の情報を入力します

設定 意味 入力

ADDRESS 制御装置の IP アドレスを入力します ドットで区切った 4 つの数値
たとえば 160.1.180.20

MASK サブネットマスクはネットワークのネット ID
とホスト ID の区別に使用します。

ドットで区切った 4 つの数値、値はネッ
トワーク専門家に問い合わせてください
たとえば 255.255.0.0

BROADCAST 制御装置のブロードキャストアドレスは、標準
設定と異なる場合にのみ必要です。 標準設定
では、ネット ID とホスト ID から成り、すべ
ての Bit が 1 に設定されています。

たとえば 160.1.255.255

ROUTER デフォルトルータのインターネットアドレス。
ネットワークが複数のサブネットワークで構成
されている場合のみ入力が必要です。

ドットで区切った 4 つの数値、値はネッ
トワーク専門家に問い合わせてください
たとえば 160.1.0.2

HOST ネットワーク内での TNC の応答名 たとえば iTNC530_Maschine1
DOMAIN 社内 LAN のドメイン名 必要に応じて、ネットワーク専門家に問い

合わせてください
NAMESERVER ドメインサーバーのネットワークアドレス 必要に応じて、ネットワーク専門家に問い

合わせてください

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
34049x-05（HEROS 4）以降
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するに
は、以下の手順に従ってください。

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
「OK」ボタンを押します

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを手動で設定す

る」をオンにします
アドレス: 制御装置の IP アドレスを入力します ドットで区切った 4 つの数値（例：

160.1.180.20）
サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ

ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.0.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
60642x-04（HEROS 5）以降と HSCI
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するには、
以下の手順に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
「設定」タブで、以下の表の情報をポップアッ
プウィンドウに入力します
「OK」ボタンを押します

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを手動で設定す

る」をオンにします
アドレス: 制御装置の IP アドレスを入力します ドットで区切った 4 つの数値（例：

160.1.180.20）
サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ

ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.0.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください
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制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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TNC 620 のソフトウェアバージョン
34056x（HEROS 4）および TNC 320 ソフトウェア
バージョン 34055x（HEROS 4）
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するには、
以下の手順に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

プログラミングするモードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ソフトキー OK を押します

「プログラム管理」キーを押します

ソフトキー「ネットワーク」を押します

ソフトキー「ネットワークを設定する」を押し
ます
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「ホスト名」で、社内 LAN で表示される制御装
置のコンピュータ名を入力します
「DHCP サポート」で「いいえ」を選択します
ENT キーを押します
ポップアップウィンドウ「ネットワーク設定」
が表示されます。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
「OK」ボタンを押します

11

HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月 143



ネットワーク接続 | ネットワーク接続11

設定 意味 入力

IP アドレス 制御装置の IP アドレス ドットで区切った 4 つの数値（例：
160.1.180.20）

サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ
ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.0.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

ブロードキャスト 制御装置のブロードキャストアドレスは、
標準設定と異なる場合にのみ必要です。
標準設定では、ネット ID とホスト ID か
ら成り、すべての Bit が 1 に設定されて
います。

たとえば 160.1.255.255

ルータ デフォルトルータのインターネットアドレ
ス。
ネットワークが複数のサブネットワークで
構成されている場合のみ入力が必要です。

ドットで区切った 4 つの数値（例：
160.1.0.2）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

ネットワーク設定に変更を加えると、制御装置が再起動
します。
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128（HEROS 5）
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するには、
以下の手順に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

プログラミングするモードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ソフトキー OK を押します

「プログラム管理」キーを押します

ソフトキー「ネットワーク」を押します

ソフトキー「ネットワークを コンフィギュレ．
する」を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
「OK」ボタンを押します

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
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設定 意味 入力

IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを手動で設定す
る」をオンにします

アドレス: 制御装置の IP アドレスを入力します ドットで区切った 4 つの数値（例：
160.1.180.20）

サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ
ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.0.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報： ダイアログ方式プログラミング TNC 640 /
TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 のユーザーマニュア
ル
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CNC PILOT 640 のソフトウェアバージョン
688946-01（HEROS 5）以降
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するには、
以下の手順に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

組 織モードに切り替えます

鍵のマークが付いたソフトキーを押します
コード番号 NET123 を入力します
「OK」ボタンを押します
ソフトキー「転送」を押します

ソフトキー「接 続」を押します

ソフトキー「ネットワー ク構成」を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
「OK」ボタンを押します

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを手動で設定す

る」をオンにします
アドレス: 制御装置の IP アドレスを入力します ドットで区切った 4 つの数値（例：

160.1.180.20）
サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ

ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.0.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください
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制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報：CNC PILOT 640 のソフトウェアバージョン
68894x-04 以降のユーザーマニュアル
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MANUALplus 620 のソフトウェアバージョン
548328-05 および 54843x-01 （HEROS 5）以降
固定 IP アドレスを介して制御装置を社内 LAN に接続するには、
以下の手順に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

組 織モードに切り替えます

鍵のマークが付いたソフトキーを押します
コード番号 NET123 を入力します
「OK」ボタンを押します
ソフトキー「転送」を押します

ソフトキー「接 続」を押します

ソフトキー「ネットワーク」を押します
「ネットワーク接続」のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
ソフトキー「コンフィギュレーション」を押し
ます
「ネットワーク・コンフィギュレーション」の
ためのポップアップウィンドウが表示されま
す。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
ソフトキー「保存」を押します
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設定 意味 入力

制御装置名 ネットワークに表示される制御装置の名前 たとえば MANUALplus620
DHCP オフ： 制御装置はネットワーク内で固定

IP アドレスを持ちます。
オン： 制御装置は DCHP サーバーから自
動的に以下のものを取得します。

IP アドレス
サブネットマスク
ブロードキャスト
ゲートウェイ

オフ

IP アドレス 制御装置の IP アドレス ドットで区切った 4 つの数値（例：
192.168.000.000）

サブネット・マスク サブネット・マスクはネットワークのネッ
ト ID とホスト ID の区別に使用します。
サブネット・マスクを入力します

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.255.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

ブロードキャスト 制御装置のブロードキャストアドレスは、
標準設定と異なる場合にのみ必要です。
標準設定では、ネット ID とホスト ID か
ら成り、すべての Bit が 1 に設定されて
います。

ドットで区切った 4 つの数値（例：
255.255.255.0）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

ルータ デフォルトゲートウェイの IP アドレス
は、複数のネットワークを使用している場
合のみ必要です。

ドットで区切った 4 つの数値（例：
192.168.000.254）
必要に応じて、値はネットワーク専門家に
問い合わせてください

詳細情報：MANUALplus 620 のソフトウェアバージョ
ン 548328-05 および 54843x-01 以降のユーザーマ
ニュアル

DHCP を介したネットワーク接続
大規模なネットワークでは、DHCP を介してクライアントを接続
するのが一般的です。
DHCP は、Dynamic Host Configuration Protocol の略語です。
DHCP は、サーバーによるクライアントへのネットワーク設定の
割り当てを可能にする通信プロトコルまたはインターネットプロ
トコルを指します。 クライアントは、IP アドレスとその他のパラ
メータを自動的に DHCP サーバーから取得します。
クライアントとは、ネットワークを通じてサーバーからサービスを
呼び出す端末を指します。
ネットワークに使用可能な IP アドレスの数を上回るクライアント
がある場合は、DHCP 接続を利用すれば、すべてのクライアント
が同時にネットワークにログインしないため、少ない IP アドレス
で足ります。 ログインしていないクライアントは、IP アドレスを
ブロックしません。 ネットワークにログインしたクライアントに
対し、利用可能な IP アドレスが動的に割り当てられます。

DHCP 接続は FCL-2 機能です。
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
34049x-04（HEROS 4）以降
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手
順に従ってください。

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のメイン画面が表示されま
す。
列に以下の情報を入力します

設定 意味 入力

ADDRESS 制御装置は IP アドレスを DHCP サーバー
から取得します。

DHCP

MASK 制御装置はサブネットマスクを DHCP
サーバーから取得します。

（入力不要）

BROADCAST 制御装置はブロードキャストアドレスを
DHCP サーバーから取得します。

（入力不要）

ROUTER デフォルトルータのインターネットアドレ
ス

ネットワークが複数のサブネットワークで
構成されている場合のみ入力が必要です。

HOST ネットワーク内での TNC の応答名 コンピュータ名を入力します
DOMAIN 社内 LAN のドメイン名 DHCP
NAMESERVER ドメインサーバーネットワークアドレスの

動的割り当て
（入力不要）

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
34049x-05（HEROS 4）以降
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手
順に従ってください。

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」で「構成」ボタンを押し
ます
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の情報をポップアップウィンドウに入力し
ます

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを自動的に取得

する(DHCP)」をオンにします
アドレス: 制御装置は IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。
サブネット・マスク: 制御装置はサブネットマスクを DHCP サーバーから自動的に取得します。

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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iTNC 530 のソフトウェアバージョン
60642x-04（HEROS 5）以降と HSCI
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手順
に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

プログラミングと編集モードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ENT キーを押します

ソフトキー DEFINE NET を押します
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
「設定」タブで、以下の情報をポップアップ
ウィンドウに入力します

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを自動的に取得

する(DHCP)」をオンにします
アドレス: 制御装置は IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。

11
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設定 意味 入力

サブネット・マスク: サブネットマスクはネットワークのネット ID とホスト ID の区別に使用します。
制御装置はサブネットマスクを自動的に取得します。

DNS (Domain
Name Server)

オプション「DNS を自動的に取得する」：
TNC はドメインネームサーバーの IP アドレスを自動的に取得します。
オプション「DNS を手動で設定する」：
サーバーの IP アドレスとドメイン名を手動で入力します。

デフォルト・ゲート
ウェイ

オプション「デフォルト・ゲートウェイを自動的に取得する」：
TNC はデフォルトゲートウェイの IP アドレスを自動的に取得します。
オプション「デフォルト・ゲートウェイを手動で設定する」：
デフォルトゲートウェイの IP アドレスを手動で入力します。

変更内容を「OK」ボタンで適用するか、「キャンセル」ボタン
で破棄します

制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報： HEIDENHAIN ダイアログ方式 iTNC 530
のユーザーマニュアル
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手順
に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

プログラミングするモードを選択します

MOD キーを押します
コード番号 NET123 を入力します
ソフトキー OK を押します

「プログラム管理」キーを押します
ソフトキー「ネットワーク」を押します

ソフトキー「ネットワークを設定する」を押し
ます
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の情報をポップアップウィンドウに入力し
ます

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを自動的に取得

する(DHCP)」をオンにします
アドレス: 制御装置は IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。

11
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設定 意味 入力

サブネット・マスク: サブネットマスクはネットワークのネット ID とホスト ID の区別に使用します。
制御装置はサブネットマスクを自動的に取得します。

DNS (Domain
Name Server)

オプション「DNS を自動的に取得する」：
TNC はドメインネームサーバーの IP アドレスを自動的に取得します。
オプション「DNS を手動で設定する」：
サーバーの IP アドレスとドメイン名を手動で入力します。

デフォルト・ゲート
ウェイ

オプション「デフォルト・ゲートウェイを自動的に取得する」：
TNC はデフォルトゲートウェイを自動的に取得します。
オプション「デフォルト・ゲートウェイを手動で設定する」：
デフォルトゲートウェイの IP アドレスを手動で入力します。

変更内容を「OK」ボタンで適用するか、「キャンセル」ボタン
で破棄します

制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報： ダイアログ方式プログラミング TNC 640 /
TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 のソフトウェアバー
ジョン 34059x-06 以降のユーザーマニュアル
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CNC PILOT 640 のソフトウェアバージョン
688946-01（HEROS 5）以降
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手順
に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

組 織モードに切り替えます

鍵のマークが付いたソフトキーを押します
コード番号 NET123 を入力します
「OK」ボタンを押します
ソフトキー「転送」を押します

ソフトキー「接続」を押します

ソフトキー「ネットワークを設定する」を押し
ます
ネットワーク設定のためのポップアップウィン
ドウが表示されます。
「コンピュータ名」タブで、社内 LAN で表示さ
れる制御装置のコンピュータ名を入力します
「インターフェース」タブに切り替えます
インターフェースを選択します（eth0）
「構成」ボタンを押します
インターフェース設定のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
以下の情報をポップアップウィンドウに入力し
ます

設定 意味 入力

ステータス インターフェースが有効 チェックマークが付いていなければなりま
せん

名前: インターフェースの名前 （変更しない）
コネクタ接続: プラグ接続の名称： X26 （変更しない）
IP アドレス 制御装置の IP アドレス オプション「IP アドレスを自動的に取得

する(DHCP)」をオンにします
アドレス: 制御装置は IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得します。
サブネット・マスク: サブネットマスクはネットワークのネット ID とホスト ID の区別に使用します。

制御装置はサブネットマスクを自動的に取得します。

変更内容を「OK」ボタンで適用するか、「キャンセル」ボタン
で破棄します
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制御装置には、2 つのネットワークインターフェースを設定できま
す。 それぞれのネットワークインターフェースが固有の IP アド
レスを持ちます。
2 つのネットワークインターフェースがある場合、HEIDENHAIN
制御装置では次のように割り当てられています。

社内 LAN への統合用の X26 (StateMonitor への接続)
機械内部使用向け X116

機械のマニュアルを参照してください。
機械メーカーは、HEIDENHAIN によるネットワークイ
ンターフェースの割当てと異なる場合があります。

注意事項
機能障害に注意してください。
機械内部のインターフェースの IP アドレスを変更すると、他の
機械コンポーネントへの通信が遮断され、制御装置が機能しな
くなります。

機械内部で使用されるインターフェースの設定は変更しない
でください

詳細情報：CNC PILOT 640 のソフトウェアバージョン
68894x-04 以降のユーザーマニュアル
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MANUALplus 620 のソフトウェアバージョン
548328-05 および54843x-01（HEROS 5）以降
DHCP を介して制御装置を社内 LAN に接続するには、以下の手順
に従ってください。

制御装置をネットワークケーブルを使って社内 LAN に接続し
ます

組 織モードに切り替えます

鍵のマークが付いたソフトキーを押します
コード番号 NET123 を入力します
「OK」ボタンを押します
ソフトキー「転送」を押します

ソフトキー「接続」を押します

ソフトキー「ネットワーク」を押します
「ネットワーク接続」のためのポップアップ
ウィンドウが表示されます。
ソフトキー「設定」を押します
「ネットワーク・コンフィギュレーション」の
ためのポップアップウィンドウが表示されま
す。
以下の表の情報をポップアップウィンドウに入
力します
ソフトキー「保存」を押します

設定 意味 入力

制御装置名 ネットワークに表示される制御装置の名前 たとえば MANUALplus620
DHCP オフ： 制御装置はネットワーク内で固定

IP アドレスを持ちます。
オン： 制御装置は DCHP サーバーから自
動的に以下のものを取得します。

IP アドレス
サブネットマスク
ブロードキャスト
ゲートウェイ

オン

詳細情報：MANUALplus 620 のソフトウェアバージョ
ン 548328-05 および 54843x-01 以降のユーザーマ
ニュアル
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12.1 制御装置固有の機械パラメータ
StateMonitor は、HEIDENHAIN 制御装置の接続にも別の制御装
置の接続にも対応しています。
StateMonitor で新しい機械を作成する場合、「機械固有の設定」
エリアで、接続に必要な機械パラメータを設定します。使用可能な
パラメータは、選択した制御装置の型式によって異なります。
詳細情報: "マシンの作成", 111 ページ
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12.2 HEIDENHAIN 制御装置用のパラメータ
機械制御装置
次の HEIDENHAIN 制御装置を StateMonitor に統合できます。

制御装置 ソフトウェアバージョン

iTNC 530 34049x-03 以降
TNC 640 34059x-01 以降
TNC 620 34056x-01 以降
TNC 320 340551-03 以降
TNC 128 771841-01 以降
CNC PILOT 620 688945-01
CNC PILOT 640 68894x-01 以降
MANUAL Plus 620 548328-05 以降

新しい機械を HEIDENHAIN 制御装置で作成する場合、「機械固
有の設定」エリアで次の設定を行います。

PLCパスワード
オーバーライドの取得 (iTNC 530 の場合のみ)
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PLCパスワード 用の設定
PLC パスワードは PLC へのアクセスに必要です：PLC へのアクセ
スを許可すると、早送りオーバーライドのステータスが読み込ま
れ、送り速度の NC ブロックと早送りの NC ブロックとの間で区
別されます。

PLC へのアクセスを許可すると、「プログラム分析 」
グラフに、ステータスバー FMAX が表示されます。
詳細情報: "「プログラム分析」グラフ", 71 ページ

StateMonitor は、PLC に対して、機械データを評価す
るための読取りアクセス権のみを持ちます。

「型式」で iTNC 530 以外の制御装置を選択すると、「機械固有
の設定」にPLCパスワード用の以下のオプションが提供されます。

オプション 意味

PLC規格 PLC は PLCパスワード規格で保護されてい
ます
アクセスは自動的に行われます

PLCなし PLC へのアクセスはありません

機械メーカーが日替わり PLC
パスワードを使用している場合
は、PLCなしを選択してくださ
い。

OEM PLC 機械メーカーが固有の PLCパスワードを割
り当てています (iTNC 530 以外)
必要に応じて、機械メーカーに問い合わせ
て入力フィールドに入力します

「PLC規格」または「OEM PLC」オプション
「PLC規格」または「OEM PLC」を選択した場合、現在のブロッ
クでのマシンステータスの表示において、次のオプション間で区別
されます。

送り速度の NC ブロック
早送りの NC ブロック

164 HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月



機械パラメータ | HEIDENHAIN 制御装置用のパラメータ

送り速度の NC ブロックが有効
送り速度の NC ブロックが有効な場合、マシンステータスの表示
は、早送りのオーバーライド設定に依存しません。
送り速度オーバーライド = 0 % のとき、マシンステータスは黄色
です。送り速度オーバーライドが > 0 % および < 100 % のと
き、マシンステータスはライトグリーンです。送り速度オーバー
ライドが ≥ 100 % のとき、マシンステータスはダークグリーンで
す。

早送りオーバーライド
FMAX

送り速度オーバーライド
F = 0 %

送り速度オーバーライド
0 % < F < 100 %

送り速度オーバーライド
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

0 % < FMAX < 100 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

FMAX ≥ 100 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

早送りの NC ブロックが有効
早送りの NC ブロックが有効な場合、マシンステータスの表示
は、送り速度のオーバーライド設定に依存しません。
早送りオーバーライド = 0 % のとき、マシンステータスは黄色で
す。早送りオーバーライドが > 0 % および < 100 % のとき、マ
シンステータスはライトグリーンです。早送りオーバーライドが
≥ 100 % のとき、マシンステータスはダークグリーンです。

早送りオーバーライド
FMAX

送り速度オーバーライド
F = 0 %

送り速度オーバーライド
0 % < F < 100 %

送り速度オーバーライド
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： 黄

0 % < FMAX < 100 %
マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

FMAX ≥ 100 %
マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

12

HEIDENHAIN | StateMonitor| 使用説明書 | 2018 年 10 月 165



機械パラメータ | HEIDENHAIN 制御装置用のパラメータ12

「PLCなし」オプション
「PLCなし」オプションを選択した場合、マシンステータスは次の
ように表示されます。

「プログラム実行、全配列」で送り速度のオーバーライド
= 0 % であると、マシンステータスは黄色です
送り速度オーバーライドが > 0 % であると、マシンステータ
スはライトグリーンです
送り速度と早送りのオーバーライドが ≥ 100 % であると、マ
シンステータスはダークグリーンです

例：
FMAX の NC ブロックが有効で、早送りのオーバーライ
ド = 0 %、送り速度のオーバーライドが  > 0 %。その場合、機
械は停止しているものの、マシンステータスは緑色になります。
以下の表は、送り速度オーバーライドと早送りオーバーライドのど
の組み合わせがどのマシンステータスにつながるかを示します。

早送りオーバーライド
FMAX

送り速度オーバーライド
F = 0 %

送り速度オーバーライド
0 % < F < 100 %

送り速度オーバーライド
F ≥ 100 %

FMAX = 0 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

0 % < FMAX < 100 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

FMAX ≥ 100 % マシンステータ
ス： 黄

マシンステータ
ス： ライトグリー
ン

マシンステータ
ス： ダークグリー
ン

オーバーライドの取得用の設定 (iTNC 530 の場合のみ)
「型式」で制御装置 iTNC 530 を選択すると、「機械固有の設
定」でオーバーライドの取得用の以下のオプションが提供されま
す。

オプション 意味

標準
HEIDENHAIN
DNC

機械を初めて作成するときに、標準として
選択します

PLCワードのイン
ポート

機械の「上書き設定」が StateMonitor に
正しく表示されない場合のみ選択してくだ
さい
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12.3 別の制御装置用のパラメータ
ソフトウェアオプションに応じて、次のインターフェースを介し
て、別の制御装置を StateMonitor に統合します。

インターフェース ソフトウェアバージョン

Modbus Connect/Read
OPC UA 1.02.x
MTConnect 1.2

別の制御装置を接続する際には、各マシンステータスへの制御信号
の割当てを手動で行います。それには、特定制御信号をそれぞれ 1
つのマシンステータスに割り当てる定義表を利用します。
新しい機械を作成する場合、「機械固有の設定」エリアで、各パラ
メータを含むこの定義表を設定します。

通信
別の制御装置の制御信号は、StateMonitor によって周期的に照会
されます。この照会の周期は 1 秒です。

信号パラメータ

Modbus、OPC UA および MTConnect のオープン標準
にもかかわらず、サポートされる制御装置間では多数の
相違点があります。
アドレス、比較値、およびデータタイプに関する必須情
報は、制御装置メーカーまたは機械メーカーの文書をご
覧ください。

StateMonitor が評価する信号パラメータは、すべての非
HEIDENHAIN 制御装置に関して同一です。StateMonitor は、転
送された信号パラメータから、該当する機械に対するステータスモ
デルを作成します。

12
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ステータスモデル用の基本的な信号パラメータ：

信号パラメータ 意味

プログラムが実行中で
す（PGM STARTED /
PGM RUNNING）

プログラムが起動されたか、進行中
です

エラーによりプログ
ラムが中断しました
（ERROR）

エラーが発生したか、または未解決
です。ユーザーによりプログラムが
中断しました（PGM CANCELED）
が定義されていない場合、エラー
によりプログラムが中断しました
（ERROR） が、現在のプログラム
を終了します。「エラーメッセージ
の割り込み」カウンタが作動し、通
知が生成されます

プログラムは正常に
完了しました（PGM
COMPLETED / END
PGM）

プログラムの終了に成功しました。
「完全に実行」プログラムカウンタ
がカウントされ、通知が生成されま
す

これら 3 つの信号パラメータが必ず存在して、ステータス信号お
よび簡単なマシンステータスバーといった基本機能をサポートしま
す。
ステータスモデル用の追加信号パラメータ：

信号パラメータ 意味

プログラムが停止しまし
た (PGM STOPPED)

プログラムが中断されましたが、有
効なままであり続行可能です

ユーザーによりプロ
グラムが中断しました
（PGM CANCELED）

プログラムが中断され、続行できま
せん。プログラムカウンタが作動
し、ユーザーによりプログラムが中
断しましたという通知が生成されま
す

エラーが認められました
（ERROR CLEARED）

エラーによりプログラムが中断しま
した（ERROR） で引き起こされた
エラーを確定しました。プログラム
ステータスは、中断になります。
プログラムは、プログラムが実行
中です（PGM STARTED / PGM
RUNNING） により続行するか、ま
たはユーザーによりプログラムが中
断しました（PGM CANCELED） で
中断します

早送り 値 (%)
送り速度 値 (%)
スピンドル 値 (%)
FMAX 値は、進行中のプログラムのステー

タス確定に関して、オーバーライド
早送り (FMAX = false) または送り
速度 (FMAX = true) を評価するかを
指定します
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信号パラメータ 意味

自動操作 値は、詳細ビュー用にのみ評価され
ます

手動操作 値は、詳細ビュー用にのみ評価され
ます

ハンドホイール 値は、詳細ビュー用にのみ評価され
ます

プログラム 値は、プログラム実行時間において
評価されます。プログラムを切り
替えてから開始すると、現在のプロ
グラムに対してプログラムカウンタ
が 0 にリセットされます。このパ
ラメータが有効でない場合、デフォ
ルトとして「Program」を使用しま
す。

各信号に対して、次のデータが必須です。
(メモリ) アドレス
このアドレスにより、StateMonitor のインターフェースが、該
当する値にアクセスできます

Modbus タイプの制御装置の場合、さらにアドレス
型が重要です。それにより、制御装置のどのアドレ
ススペースにメモリアドレスが位置するか指定され
ます。

信号のデータ型
データ型は、特に、値を比較する方法を定義しま
す。StateMonitor は、値パラメータ (データ型 Text (string)
および Number (number)) とブールパラメータ (データ型
Boolean value (0 or 1)) との間で区別します
比較値
比較値は、制御装置のステータスモデルに直接に算入される信
号に対して必須です。その例外は、比較される必要のない、
オーバーライド設定のような数値またはプログラム名のような
テキストです

バリデーション
「機械固有の設定」エリアに、「マシンのセットアップ」ボタン
で定義表を保存すると、入力内容の妥当性が確認されます。それに
よって、タイプミス等々が割当てを無効にしないよう確保します。
次の場合にエラーメッセージが表示されます。

アドレスへの入力が欠けている場合 (ブールパラメータおよび
値パラメータ)
ブールパラメータ

2 つのブール値のアドレスが同じ場合
2 つの信号パラメータのデータ型、アドレス、および値が同
じ場合

値パラメータ
データ型が Text (string) またはNumber (number) の
信号パラメータに値がない場合
2 つの信号パラメータのアドレスが同じ場合

12
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12.4 Modbus 用接続パラメータ
接続
定義表は、Modbus に対して次の接続パラメータを提供します。

ポート
Modbus 制御装置にアクセスするためのネットワークポートの
番号。

制御装置メーカーまたは機械メーカーの文書に留意
してください。

SIK:
手動入力
NCソフトウェア
手動入力

アドレス指定
Modbus では、アドレスを数値として指定します。アドレスは、
次の要素から構成されます。

アドレス型が、選択したメモリ領域 (アドレススペース) を指定
します
アドレスが、選択したたメモリ領域のどの位置から値を読み取
るかを指定します
データ型が、値のもつ書式を、したがって何ビットを読み取り
処理するべきであるかも指定します

アドレス型 COIL_OUTPUT および
DIGITAL_INPUT に対しては、たいていの場合、ブー
ル値 (0, 1) が入力されます。
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12.5 Modbus による、制御装置の接続の
例Modbus

信号の読取り
Modbus では、StateMonitor が、制御装置の入力端子から直接に
信号を読み取ります。アナログ入力では、たいていの場合、0 V か
ら 10 V の間の電圧を測定します。オーバーライド値に関しては、
電圧が 0 から 150 の間の数値に換算されます。この換算の結果
が、フラグメモリのアドレスから読み取られます。
次の信号が、入力端子にあります。

入力端子の割当て

タイプ アドレス 意味

デジタル入力 1 機械が作動中
デジタル入力 2 エラーによるジョブの中断
デジタル入力 3 ジョブが完全に実行済み
デジタル入力 4 機械が停止
アナログ入力 23 送り速度ポテンショメータ
アナログ入力 25 スピンドルポテンショメータ

フラグメモリのアドレス

タイプ アドレス 意味

送り速度オーバー
ライド

42 送り速度オーバーライドの換
算値

スピンドルオー
バーライド

43 スピンドルオーバーライドの
換算値

ステータスモデル
以下の表は、Modbus による制御装置のステータスモデルをまと
めたものですModbus

パラメータ アドレス型 データ
型

アドレ
ス

値

プログラムが実行中です（PGM STARTED / PGM
RUNNING）

DIGITAL_INPUT BIT 1 1

エラーによりプログラムが中断しました（ERROR） DIGITAL_INPUT BIT 2 1
プログラムは正常に完了しました（PGM
COMPLETED / END PGM）

DIGITAL_INPUT BIT 3 1

プログラムが停止しました (PGM STOPPED) DIGITAL_INPUT BIT 4 1
送り速度 HOLDING_REGISTER INT_16 42
スピンドル HOLDING_REGISTER INT_16 43

12
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12.6 OPC UA 用接続パラメータ
接続
定義表は、OPC UA に対して次の接続パラメータを提供します。

ポート
機械上の OPC UA サーバーにアクセスするためのネットワーク
ポートの番号。

制御装置メーカーまたは機械メーカーの文書に留意
してください。

Default Namespace
アドレスに使用する Default Namespace を定義します
Security Mode
認証の手動入力 (サーバーによって異なる)
ユーザー
認証の手動入力
パスワード
認証の手動入力
SIK:
手動入力
NCソフトウェア
手動入力

アドレス指定
OPC UA では、Namespace と実際のアドレスとからアドレスが
構成されます。
その際、定義表では、各信号パラメータに対して固有の
Parameter Namespace を定義します。パラメータ固有の値を
入力しないと、Namespace に対して、Default Namespace の
値が使用されます。
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12.7 MTConnect 用接続パラメータ
接続
定義表は、MTConnect に対して次の接続パラメータを提供しま
す。

ポート
制御装置の MTConnect サービスにアクセスするためのネット
ワークポートの番号。

制御装置メーカーまたは機械メーカーの文書に留意
してください。

プレフィックス（httpまたはhttps）
制御装置が機械データを暗号化して提供するかを定義します。
暗号化された接続には値「https」を入力します
DeviceStream name
XML データにおいて正しい機械データを見つけるための一義的
な識別。MTConnect は、複数の機械に関する情報を一回の照
会で転送できます。そのため、区別するための一義的な識別が
欠かせません。

StateMonitor は、バージョン 1.2 以降の MT
Connect Schemata に対応しています。

SIK:
手動入力
NCソフトウェア
手動入力

テスト
「Current-Request」ボタンにより、IPアドレス/DHCP、ポー
トおよびプレフィックス（httpまたはhttps） を指定した後に接
続をテストします。
接続パラメータが正しければ、ウェブブラウザに、MTConnect か
ら伝わる XML データを含む新しいタブが開きます。
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12.8 MTConnect による、制御装置の接続の例
機械パラメータの導出
試験目的で MAZAK 社は、MTConnect による機械への接
続をテストできるサーバーを提供しています。詳細情報
は、http://mtconnect.mazakcorp.com をご覧ください。
このテストサーバーに基づき、MTConnect 用の機械パラメータの
導出が表示されます。
テストサーバーの URL には、導出のために重要なアドレスが 2 つ
あります。

アドレスへの MTConnect データ型の割当て
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
制御装置の現在値
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current

ステータス情報を描写するために、MTConnect は、さらなるサブ
タイプに区分されているデータ型 EVENT を使用します。プログラ
ム実行のステータスに関してはサブタイプ EXECUTION があり、操
作モードは、サブタイプ CONTROLLER_MODE に含まれています。
デフォルトによると、両タイプともに特定の値が事前定義されてい
ます。
サブタイプ EXECUTION (プログラム実行) 用の値：

READY
ACTIVE
INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED
OPTIONAL_STOP
PROGRAM_STOPPED
PROGRAM_COMPLETED

サブタイプ CONTROLLER_MODE (操作モード) 用の値：
AUTOMATIC
MANUAL
MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe にある XML
ファイルにより、この型のアドレスが制御装置上でどのように命名
されるかが分かります。
「execution」でテキスト検索すると、XML ファイル内に、変数
の次の定義が見つかります。
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>
この場合、アドレス exec の EXEKUTION 型の変数が定義されま
す。その場合、操作モードの定義は、次のようになります。
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>
この情報から、ステータスモデルを導出できます。同様にして、プ
ログラム名およびオーバーライド設定に対するパラメータも見つか
ります。プログラム名に対しては、データ型 PROGRAM が定義さ
れています。
「program」でテキスト検索すると、XML ファイル内に、この
データ型の 2 つの定義が見つかります。
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>
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名前を手がかりにすると、一方は実際のプログラム名であり、も
う一方はサブプログラムの名前であることが分かります。この例に
は、ID pgm のパラメータを使用しています。
送り速度ポテンショメータには、サブタイプが RAPID および
PROGRAMMED であるデータ型 PATH_FEEDRATE_OVERRIDE を、
早送りおよび送り速度用に定義しています。スピンドルオーバーラ
イドは、データ型 ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE を使用します。

機械データの識別
MTConnect は、複数の機械に関する情報を一回の照会で転送でき
ます。そのため、機械データの一義的な識別が欠かせません。
該当する値は、次のやり方で呼び出せる XML ファイルをご覧くだ
さい。

IPアドレス/DHCP、ポートおよびプレフィックス（httpまた
はhttps） を指定してから「Current-Request」ボタンを使
用
ウェブブラウザのアドレスバーに直接入
力：http:IPアドレス/DHCP:ポートcurrent

接続パラメータが正しければ、ウェブブラウザに、MTConnect か
ら伝わる XML データを含む新しいタブが開きます。
「DeviceStream」でテキスト検索すると、次の行のような入力が
見つかります。
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">
その際、要素 DeviceStream の属性 name が、MTConnect サー
バー上でどの機械が要求されるかを指定します。

ステータスモデル
以下の表は、MTConnect による制御装置のステータスモデルをま
とめたものです。

パラメータ データ型 アドレス 値

プログラムが実行中です（PGM STARTED / PGM
RUNNING）

テキスト exec ACTIVE

エラーによりプログラムが中断しました（ERROR） テキスト exec INTERRUPTED
プログラムは正常に完了しました（PGM
COMPLETED / END PGM）

テキスト exec PROGRAM_COMPLETED

プログラムが停止しました (PGM STOPPED) テキスト exec PROGRAM_STOPPED
ユーザーによりプログラムが中断しました（PGM
CANCELED）

テキスト exec OPTIONAL_STOP

早送り 数 pfr
送り速度 数 pfo
スピンドル 数 sovr
自動操作 テキスト mode AUTOMATIC
手動操作 テキスト mode MANUAL
プログラム テキスト pgm

12
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13.1 特殊ケース
一部の制御装置では、特定のソフトウェアバージョンで特殊なケー
スや状況が生じることがあります。

制御装置 ソフトウェアバージョン 特殊状況 解決策

iTNC 530 340492-06
340492-07

機械のオーバーライド設定が詳
細には StateMonitor に渡されな
い。
送り速度オーバーライドが 100 %
以上か 100 % 未満かに関係な
く、StateMonitor に実稼動のマシ
ンステータスが常にライトグリー
ンで表示される。

「設定」メニューの「マシ
ン」サブメニューにある
「機械固有の設定」で、
「PLCワードのインポート」
にチェックマークを付けま
す

TNC 620 340560-01
～
340560-04

操作モードが StateMonitor に正
しく表示されない。

制御ソフトウェアをソ
フトウェアバージョン
340560-05 にアップデート
します
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13.2 お問い合わせ
StateMonitor のインストールや操作に関して不明な点がある場
合：

まず、ソフトウェアのインストール説明書と操作説明書を読み
ます
HEIDENHAIN の NC プログラミングヘルプラインに連絡しま
す：

E メールの宛先 service.nc-pgm@heidenhain.de
電話（+49 8669 31-3103）

13
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service.nc-pgm@heidenhain.de


DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de
APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de
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6.3	Kontur anfahren und verlassen

Übersicht: Bahnformen zum Anfahren  und Verlassen der Kontur

Die Funktionen APPR (engl. approach = Anfahrt) und DEP (engl. departure = Verlassen) werden mit der APPR/DEP-Taste aktiviert. Danach lassen sich folgende Bahnformen über Softkeys wählen:

Funktion

Anfahren

Verlassen

Gerade mit tangentialem Anschluss	

Gerade senkrecht zum Konturpunkt

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur, An- und Wegfahren zu einem Hilfspunkt außerhalb der Kontur auf tangential anschließendem Geradenstück

Schraubenlinie anfahren und verlassen

Beim Anfahren und Verlassen einer Schraubenlinie (Helix) fährt das Werkzeug in der Verlängerung der Schraubenlinie und schließt so auf einer tangentialen Kreisbahn an die Kontur an. Verwenden Sie dazu die Funktion APPR CT bzw. DEP CT. 

Wichtige Positionen beim An- und Wegfahren

Startpunkt P

S

 

Diese Position programmieren Sie unmittelbar vor dem APPR-Satz.  P

S

 liegt außerhalb der Kontur und wird ohne Radiuskorrektur (R0) angefahren.

Hilfspunkt P

H

 

Das An- und Wegfahren führt bei einigen Bahnformen über einen Hilfspunkt P

H

, den die TNC aus Angaben im APPR- und DEP-Satz errechnet. Die TNC fährt von der aktuellen Position zum Hilfspunkt P

H

 im zuletzt programmierten Vorschub. Wenn Sie im letzten Positioniersatz vor der Anfahrfunktion FMAX (positionieren mit Eilgang) programmiert haben, dann fährt die TNC auch den Hilfspunkt P

H

 im Eilgang an

Erster Konturpunkt P

A

 und letzter Konturpunkt P

E

 

Den ersten Konturpunkt P

A

 programmieren Sie im APPR-Satz, den letzten Konturpunkt P

E

 mit einer beliebigen Bahnfunktion. Enthält der APPR-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf P

H

 und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Tiefe.

Endpunkt P

N

  

Die Position P

N

 liegt außerhalb der Kontur und ergibt sich aus Ihren Angaben im DEP-Satz. Enthält der DEP-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf P

H

 und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Höhe.

6.3

  

Kontur anfahren und verlassen

Anfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: APPR LT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt P

S

 auf einen Hilfspunkt P

H

. Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt P

A

 auf einer Geraden tangential an. Der Hilfspunkt PH hat den Abstand LEN zum ersten Konturpunkt P

A

.

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt P

S

 anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts P

A

LEN: Abstand des Hilfspunkts P

H

 zum ersten Konturpunkt P

A

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7	L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 

	P

S

 ohne Radiuskorrektur anfahren

8	APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

	P

A

 mit Radiuskorr. RR, Abstand P

H

 zu P

A

: LEN=15

9	L x+35 Y+35

	Endpunkt erstes Konturelement

10	L ...

	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Geraden senkrecht zum ersten Konturpunkt: APPR LN 

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt PA auf einer Geraden senkrecht an. Der Hilfspunkt PH hat den Abstand LEN + Werkzeug-Radius zum ersten Konturpunkt PA. 

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LN eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts P

A

Länge: Abstand des Hilfspunkts P

H

. LEN immer positiv eingeben!

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7	L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 

	P

S 

ohne Radiuskorrektur anfahren

8	APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 

	P

A

 mit Radiuskorr. RR

9	L X+20 Y+35 	

Endpunkt erstes Konturelement

10	L ... 

	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: APPR CT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort fährt es auf einer Kreisbahn, die tangential in das erste Konturelement übergeht, den ersten Konturpunkt PA an. 

Die Kreisbahn von PH nach PA ist festgelegt durch den Radius R und den Mittelpunktswinkel CCA. Der Drehsinn der Kreisbahn ist durch den Verlauf des ersten Konturelements gegeben. 

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR CT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts PA

	Radius R der Kreisbahn

Anfahren auf der Seite des Werkstücks, die durch die Radiuskorrektur definiert ist: R positiv eingeben

Von der Werkstück-Seite aus anfahren: 

R negativ eingeben

Mittelpunktswinkel CCA der Kreisbahn

	CCA nur positiv eingeben

Maximaler Eingabewert 360°

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 	PS ohne Radiuskorrektur anfahren

8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 	PA mit Radiuskorr. RR, Radius R=10

9 L X+20 Y+35 	Endpunkt erstes Konturelement

10 L ... 	Nächstes Konturelement

Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur und Geradenstück: APPR LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt PS auf einen Hilfspunkt PH. Von dort aus fährt es auf einer Kreisbahn den ersten Konturpunkt PA an. Der im APPR-Satz programmierte Vorschub ist wirksam für die gesamte Strecke, die die TNC im Anfahrsatz verfährt (Strecke PS – PA).

Wenn Sie im Anfahrsatz alle drei Hauptachs-Koordinaten X, Y und Z programmiert haben, dann fährt die TNC von der vor dem APPR-Satz definierten Position in allen drei Achsen gleichzeitig auf den Hilfspunkt PH und daran anschließend von PH nach PA nur in der Bearbeitungsebene.

Die Kreisbahn schließt sowohl an die Gerade PS – PH als auch an das erste Konturelement tangential an. Damit ist sie durch den Radius R eindeutig festgelegt.

Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt PS anfahren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LCT eröffnen:

Koordinaten des ersten Konturpunkts PA

Radius R der Kreisbahn. R positiv angeben

Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung

NC-Beispielsätze

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3 	PS ohne Radiuskorrektur anfahren

8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 	PA mit Radiuskorr. RR, Radius R=10

9 L X+20 Y+35 	Endpunkt erstes Konturelement

10 L ... 	Nächstes Konturelement

Wegfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: DEP LT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Gerade liegt in der Verlängerung des letzten Konturelements. PN befindet sich im Abstand LEN von PE.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LT eröffnen:

LEN: Abstand des Endpunkts PN vom letzten Konturelement PE eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LT LEN12.5 F100 	Um LEN=12,5 mm wegfahren

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Geraden senkrecht zum letzten Konturpunkt: DEP LN

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Gerade führt senkrecht vom letzten Konturpunkt PE weg. PN befindet sich von PE im Abstand LEN + Werkzeug-Radius.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LN eröffnen:

LEN: Abstand des Endpunkts PN eingeben

Wichtig: LEN positiv eingeben!

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LN LEN+20 F100  	Um LEN=20 mm senkrecht von Kontur wegfahren

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: DEP CT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt PE zum Endpunkt PN. Die Kreisbahn schließt tangential an das letzte Konturelement an.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP CT eröffnen:

Mittelpunktswinkel CCA der Kreisbahn

Radius R der Kreisbahn

Das Werkzeug soll zu der Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R positiv eingeben

Das Werkzeug soll zu der entgegengesetzten Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R negativ eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP CT CCA 180 R+8 F100 	Mittelpunktswinkel=180°, 

	Kreisbahn-Radius=8 mm

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an Kontur und Geradenstück: DEP LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt PE auf einen Hilfspunkt PH. Von dort fährt es auf einer Geraden zum Endpunkt PN. Das letzte Konturelement und die Gerade von PH – PN haben mit der Kreisbahn tangentiale Übergänge. Damit ist die Kreisbahn durch den Radius R eindeutig festgelegt.

	Letztes Konturelement mit Endpunkt PE und Radiuskorrektur programmieren

Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LCT eröffnen:

Koordinaten des Endpunkts PN eingeben

	Radius R der Kreisbahn. R positiv eingeben

NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100 	Letztes Konturelement: PE mit Radiuskorrektur

24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100 	Koordinaten PN, Kreisbahn-Radius=8 mm

25 L Z+100 FMAX M2 	Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

	Kontur anfahren und verlassen

Start- und Endpunkt

Das Werkzeug fährt vom Startpunkt aus den ersten Konturpunkt an. Anforderungen an den Startpunkt:

Ohne Radiuskorrektur programmiert

Kollisionsfrei anfahrbar

Nahe am ersten Konturpunkt

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Startpunkt im dunkelgrauen Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des ersten Konturpunkts beschädigt.

Erster Konturpunkt

Für die Werkzeugbewegung auf den ersten Konturpunkt programmieren Sie eine Radiuskorrektur.

Startpunkt in der Spindelachse anfahren

Beim Anfahren des Startpunkts muss das Werkzeug in der Spindelachse auf Arbeitstiefe fahren. Bei Kollisionsgefahr den Startpunkt in der Spindelachse separat anfahren.

NC-Beispielsätze

N30 G00 G40 X+20 Y+30 * 

N40 Z-10 * 

Endpunkt

Voraussetzungen für die Wahl des Endpunkts:

Kollisionsfrei anfahrbar

Nahe am letzten Konturpunkt

Konturbeschädigung ausschließen: Der optimale Endpunkt liegt in der Verlängerung der Werkzeugbahn für die Bearbeitung des letzten Konturelements

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Endpunkt im dunkelgrauen Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des Endpunkts beschädigt.

Endpunkt in der Spindelachse verlassen:

Beim Verlassen des Endpunkts programmieren Sie die Spindelachse separat. Siehe Bild rechts Mitte.

NC-Beispielsätze

N50 G00 G40 X+60 Y+70 * 

N60 Z+250 * 

Gemeinsamer Start- und Endpunkt

Für einen gemeinsamen Start- und Endpunkt programmieren Sie keine Radiuskorrektur.

Konturbeschädigung ausschließen: Der optimale Startpunkt liegt zwischen den Verlängerungen der Werkzeugbahnen für die Bearbeitung des ersten und letzten Konturelements.

Beispiel

Bild rechts oben: Wenn Sie den Endpunkt im schraffierten Bereich festlegen, dann wird die Kontur beim Anfahren des ersten Konturpunktes beschädigt.

Tangential An- und Wegfahren

Mit G26 (Bild rechts Mitte) können Sie an das Werkstück tangential anfahren und mit G27 (Bild rechts unten) vom Werkstück tangential wegfahren. Dadurch vermeiden Sie Freischneidemarkierungen.

Start- und Endpunkt

Start- und Endpunkt liegen nahe am ersten bzw. letzten Konturpunkt außerhalb des Werkstücks und sind ohne Radiuskorrektur zu programmieren.

Anfahren

G26 nach dem Satz eingeben, in dem der erste Konturpunkt programmiert ist: Das ist der erste Satz mit Radiuskorrektur G41/G42

Wegfahren

G27 nach dem Satz eingeben, in dem der letzte Konturpunkt programmiert ist: Das ist der letzte Satz mit Radiuskorrektur G41/G42

	Den Radius für G26 und G27 müssen Sie so wählen, dass die TNC die Kreisbahn zwischen Startpunkt und erstem Konturpunkt sowie letztem Konturpunkt und Endpunkt ausführen kann.

NC-Beispielsätze

n50 g00 g40 g90 x-30 y+50 * 	Startpunkt

n60 g01 g41 x+0 y+50 f350 * 	Erster Konturpunkt

n70 g26 r5 * 	Tangential anfahren mir Radius R = 5 mm

. . .	

konturelemente programmieren	

. . .	Letzter Konturpunkt

n210 g27 r5 * 	Tangential Wegfahren mit Radius R = 5 mm

n220 g00 g40 x-30 y+50 * 	Endpunkt

	Bahnbewegungen - rechtwinklige Koordinaten

Übersicht der Bahnfunktionen

Funktion	Bahnfunktionstaste	Werkzeug-Bewegung	Erforderliche Eingaben	Seite

Gerade L

engl.: Line		Gerade	Koordinaten des Geraden-Endpunkts	Seite 189

Fase: CHF

engl.: CHamFer		Fase zwischen zwei Geraden	Fasenlänge	Seite 190

Kreismittelpunkt CC;

engl.: Circle Center		Keine	Koordinaten des Kreismittelpunkts bzw. Pols	Seite 192

Kreisbogen C

engl.: Circle		Kreisbahn um Kreismittelpunkt CC zum Kreisbogen-Endpunkt	Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Drehrichtung	Seite 193

Kreisbogen CR

engl.: Circle by Radius		Kreisbahn mit bestimmten Radius	Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Kreisradius, Drehrichtung	Seite 194

Kreisbogen CT

engl.: Circle Tangential		Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement	Koordinaten des Kreis-Endpunkts	Seite 196

Ecken-Runden RND

engl.: RouNDing of Corner		Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement	Eckenradius R	Seite 191

Freie Kontur-Programmierung FK		Gerade oder Kreisbahn mit beliebigem Anschluss an vorheriges Konturelement	siehe „Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK”, Seite 209	Seite 212

Bahnfunktionen programmieren

Bahnfunktionen können Sie komfortabel über die grauen Bahnfunktions-Tasten programmieren. Die TNC frägt in weiteren Dialogen nach den erforderlichen Eingaben.

	Falls Sie die DIN/ISO-Funktionen mit einer angeschlossene USB-Tastatur eingeben,  achten Sie darauf, dass die Großschreibung aktiv ist.

Gerade LGerade im Eilgang G00

Gerade mit Vorschub G01 F

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.

Koordinaten des Endpunkts der Geraden, falls nötig

	Radiuskorrektur RL/RR/R0 G40/G41/G42

	Vorschub F

Zusatz-Funktion M

Eilgangbewegung

Einen Geraden-Satz für eine Eilgangbewegung (G00-Satz) können Sie auch mit der Taste L eröffnen:

Drücken Sie die Taste L zum eröffnen eines Programmsatzes für eine Geradenbewegung

Wechseln Sie mit der Pfeil-Taste nach links in den Eingabebereich für die G-Funktionen

Wählen Sie den Softkey G00 für eine Verfahrbewegung im Eilgang

NC-Beispielsätze

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3 

8 L IX+20 IY-15  

9 L X+60 IY-10  

N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3 * 

N80 G91 X+20 Y-15  * 

N90 G90 X+60 G91 Y-10 * 

Ist-Position übernehmen

Einen Geraden-Satz (LG01-Satz) können Sie auch mit der Taste „Ist-Position-übernehmen“ generieren:

Fahren Sie das Werkzeug in der Betriebsart Manueller Betrieb auf die Position, die übernommen werden soll

Bildschirm-Anzeige auf Programm-Einspeichern/Editieren wechseln

Programm-Satz wählen, hinter dem der L-Satz eingefügt werden soll

	Taste „Ist-Position-übernehmen“ drücken: Die TNC generiert einen L-Satz mit den Koordinaten der Ist-Position

Fase zwischen zwei Geraden einfügen

Konturecken, die durch den Schnitt zweier Geraden entstehen, können Sie mit einer Fase versehen.

In den Geradensätzen vor und nach dem CHFg24-Satz programmieren Sie jeweils beide Koordinaten der Ebene, in der die Fase ausgeführt wird

Die Radiuskorrektur vor und nach CHFg24-Satz muss gleich sein

Die Fase muss mit dem aktuellen Werkzeug ausführbar sein

Fasen-Abschnitt: Länge der Fase, falls nötig:

Vorschub F (wirkt nur im CHFg24-Satz)

NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3 

8 L X+40 IY+5 

9 CHF 12 F250 

10 L IX+5 Y+0 

N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3 * 

N80 X+40 G91 Y+5 * 

N90 G24 R12 F250 * 

N100 G91 X+5 G90 Y+0 * 

	Eine Kontur nicht mit einem CHFg24-Satz beginnen.

Eine Fase wird nur in der Bearbeitungsebene ausgeführt.

Der von der Fase abgeschnittene Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im CHF-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem CHF-Satz. Danach ist wieder der vor dem CHFg24-Satz programmierte Vorschub gültig.

Ecken-Runden RNDG25

Die Funktion RNDg25 rundet Kontur-Ecken ab.

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die sowohl an das vorhergegangene als auch an das nachfolgende Konturelement tangential anschließt.

Der Rundungskreis muss mit dem aufgerufenen Werkzeug ausführbar sein.

Rundungs-Radius: Radius des Kreisbogens, falls nötig: 

Vorschub F (wirkt nur im RNDg25-Satz)

NC-Beispielsätze

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3 

6 L X+40 Y+25 

7 RND R5 F100 

8 L X+10 Y+5 

	Das vorhergehende und nachfolgende Konturelement sollte beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der das Ecken-Runden ausgeführt wird. Wenn Sie die Kontur ohne Werkzeug-Radiuskorrektur bearbeiten, dann müssen Sie beide Koordinaten der Bearbeitungsebene programmieren.

Der Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im RNDg25-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem RNDg25-Satz. Danach ist wieder der vor dem RNDg25-Satz programmierte Vorschub gültig.

Ein RND-Satz lässt sich auch zum weichen Anfahren an die Kontur nutzen.

Kreismittelpunkt CCI, J

Den Kreismittelpunkt legen Sie für Kreisbahnen fest, die Sie mit der C-Taste (Kreisbahn C) programmierendie Sie mit den Funktionen G02, G03 oder G05 programmieren. Dazu

geben Sie die rechtwinkligen Koordinaten des Kreismittelpunkts in der Bearbeitungsebene ein oder

übernehmen die zuletzt programmierte Position oder

	übernehmen die Koordinaten mit der Taste „Ist-Positionen-übernehmen“

Kreismittelpunkt programmieren: Taste SPEC FCT drücken.

	Softkey PROGRAMM FUNKTIONEN wählen

	Softkey DIN/ISO wählen

	Softkey I oder J wählen

Koordinaten für den Kreismittelpunkt eingeben oder

Um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine KoordinatenG29 eingeben

NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25 

N50 I+25 J+25 * 

oder

10 L X+25 Y+25 

11 CC 

N10 G00 G40 X+25 Y+25 * 

N20 G29 * 

Die Programmzeilen 10 und 11 beziehen sich nicht auf das Bild.

	Gültigkeit

Der Kreismittelpunkt bleibt solange festgelegt, bis Sie einen neuen Kreismittelpunkt programmieren. Einen Kreismittelpunkt können Sie auch für die Zusatzachsen U, V und W festlegen.

Kreismittelpunkt inkremental eingeben

Eine inkremental eingegebene Koordinate für den Kreismittelpunkt bezieht sich immer auf die zuletzt programmierte Werkzeug-Position.

	Mit CC kennzeichnen Sie eine Position als Kreismittelpunkt: Das Werkzeug fährt nicht auf diese Position.

Der Kreismittelpunkt ist gleichzeitig Pol für Polarkoordinaten.

Kreisbahn C um Kreismittelpunkt CC

Legen Sie den Kreismittelpunkt CCI, J fest, bevor Sie die Kreisbahn programmieren. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn der Startpunkt der Kreisbahn.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G02

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G03

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G05. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Werkzeug auf den Startpunkt der Kreisbahn fahren

Koordinaten des Kreismittelpunkts eingeben

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts eingeben, falls nötig:

Drehsinn DR

Vorschub F

Zusatz-Funktion M

	Die TNC verfährt Kreisbewegungen normalerweise in der aktiven Bearbeitungsebene. Wenn Sie Kreise programmieren, die nicht in der aktiven Bearbeitungseben liegen, z.B. C Z... X... DR+g2 Z... X... bei Werkzeug-Achse Z, und gleichzeitig diese Bewegung rotieren, dann verfährt die TNC einen Raumkreis, also einen Kreis in 3 Achsen.

NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25 

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3 

7 C X+45 Y+25 DR+ 

N50 I+25 J+25 * 

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3 * 

N70 G03 X+45 Y+25 * 

Vollkreis

Programmieren Sie für den Endpunkt die gleichen Koordinaten wie für den Startpunkt.

	Start- und Endpunkt der Kreisbewegung müssen auf der Kreisbahn liegen.

Eingabe-Toleranz: bis 0.016 mm (über Maschinen-Parameter circleDeviation wählbar).

Kleinstmöglicher Kreis, den die TNC verfahren kann: 0.0016 µm.

Kreisbahn CRG02/G03/G05 mit festgelegtem Radius

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn mit dem Radius R.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G02

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G03

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G05. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts

Radius R

Achtung: Das Vorzeichen legt die Größe des Kreisbogens fest!

Drehsinn DR

Achtung: Das Vorzeichen legt konkave oder konvexe Wölbung fest!

Zusatz-Funktion M

Vorschub F

Vollkreis

Für einen Vollkreis programmieren Sie zwei Kreissätze hintereinander:

Der Endpunkt des ersten Halbkreises ist Startpunkt des zweiten. Endpunkt des zweiten Halbkreises ist Startpunkt des ersten.

Zentriwinkel CCA und Kreisbogen-Radius R

Startpunkt und Endpunkt auf der Kontur lassen sich durch vier verschiedene Kreisbögen mit gleichem Radius miteinander verbinden:

Kleinerer Kreisbogen: CCA<180° 

Radius hat positives Vorzeichen R>0

Größerer Kreisbogen: CCA>180° 

Radius hat negatives Vorzeichen R<0

Über den Drehsinn legen Sie fest, ob der Kreisbogen außen (konvex) oder nach innen (konkav) gewölbt ist:

Konvex: Drehsinn DR–G02 (mit Radiuskorrektur RLG41)

Konkav: Drehsinn DR+G03 (mit Radiuskorrektur RLG41)

NC-Beispielsätze

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3 

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (Bogen 1) 

N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3 * 

N110 G02 X+70 Y+40 R+20 * (Bogen 1) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (Bogen 2) 

N110 G03 X+70 Y+40 R+20 * (Bogen 2) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (Bogen 3) 

N110 G02 X+70 Y+40 R-20 * (Bogen 3) 

oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (Bogen 4) 

N110 G03 X+70 Y+40 R-20 * (Bogen 4) 

	Der Abstand von Start- und Endpunkt des Kreisdurchmessers darf nicht größer als der Kreisdurchmesser sein.

Der maximale Radius beträgt 99,9999 m.

Winkelachsen A, B und C werden unterstützt.

Kreisbahn CTG06 mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einem Kreisbogen, der tangential an das zuvor programmierte Konturelement anschließt.

Ein Übergang ist „tangential“, wenn am Schnittpunkt der Konturelemente kein Knick- oder Eckpunkt entsteht, die Konturelemente also stetig ineinander übergehen.

Das Konturelement, an das der Kreisbogen tangential anschließt, programmieren Sie direkt vor dem CTG06-Satz. Dazu sind mindestens zwei Positionier-Sätze erforderlich

Koordinaten des Kreisbogen-Endpunkts, falls nötig:

	Vorschub F

Zusatz-Funktion M

NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3 

8 L X+25 Y+30 

9 CT X+45 Y+20 

10 L Y+0 

N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3 * 

N80 X+25 Y+30 * 

N90 G06 X+45 Y+20 * 

G01 Y+0 * 

	Der CTG06-Satz und das zuvor programmierte Konturelement sollten beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der der Kreisbogen ausgeführt wird!

Beispiel: Geradenbewegung und Fasen kartesisch

	

0 BEGIN PGM LINEAR MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX

5 L X-10 Y-10 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

7 APPR LT X+5 y+5 LEN10 RL F300 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Geraden mit 

	tangentialem Anschluss

8 L Y+95 	Punkt 2 anfahren

9 L X+95 	Punkt 3: erste Gerade für Ecke 3

10 CHF 10 	Fase mit Länge 10 mm programmieren

11 L Y+5 	Punkt 4: zweite Gerade für Ecke 3, erste Gerade für Ecke 4

12 CHF 20 	Fase mit Länge 20 mm programmieren

13 L X+5 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren, zweite Gerade für Ecke 4

14 DEP LT LEN10 F1000 	Kontur verlassen auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss

15 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

16 END PGM LINEAR MM 	

%linear g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang

n50 x-10 y-10 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

n70 g01 g41 x+5 y+5 f300 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren, Radiuskorrektur G41 aktivieren 

n80 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n90 y+95 * 	Punkt 2 anfahren

n100 x+95 * 	Punkt 3: erste Gerade für Ecke 3

n110 g24 r10 * 	Fase mit Länge 10 mm programmieren

n120 y+5 * 	Punkt 4: zweite Gerade für Ecke 3, erste Gerade für Ecke 4

n130 g24 r20 * 	Fase mit Länge 20 mm programmieren

n140 x+5 * 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren, zweite Gerade für Ecke 4

n150 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n160 g40 x-20 y-20 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n170 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

n99999999 %linear g71 * 	

Beispiel: Kreisbewegung kartesisch

	

0 BEGIN PGM CIRCULAR MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z s4000 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX

5 L X-10 Y-10 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Kreisbahn mit 

	tangentialem Anschluss

8 L X+5 Y+85 	Punkt 2: erste Gerade für Ecke 2

9 RND R10 F150 	Radius mit R = 10 mm einfügen, Vorschub: 150 mm/min

10 L X+30 Y+85 	Punkt 3 anfahren: Startpunkt des Kreises mit CR

11 CR X+70 Y+95 R+30 DR- 	Punkt 4 anfahren: Endpunkt des Kreises mit CR, Radius 30 mm

12 L X+95 	Punkt 5 anfahren

13 L X+95 Y+40 	Punkt 6 anfahren

14 CT X+40 Y+5 	Punkt 7 anfahren: Endpunkt des Kreises, Kreisbogen mit tangentia-

	lem Anschluss an Punkt 6, TNC berechnet den Radius selbst

15 L X+5 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren

16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

17 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

18 END PGM CIRCULAR MM 	

%circular g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang

n50 x-10 y-10 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min

n70 g01 g41 x+5 y+5 f300 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren, Radiuskorrektur G41 aktivieren 

n80 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n90 y+85 * 	Punkt 2: erste Gerade für Ecke 2

n100 g25 r10 * 	Radius mit R = 10 mm einfügen, Vorschub: 150 mm/min

n110 x+30 * 	Punkt 3 anfahren: Startpunkt des Kreises

n120 g02 x+70 y+95 r+30 * 	Punkt 4 anfahren: Endpunkt des Kreises mit G02, Radius 30 mm

n130 g01 x+95 * 	Punkt 5 anfahren

n140 y+40 * 	Punkt 6 anfahren

n150 g06 x+40 y+5 * 	Punkt 7 anfahren: Endpunkt des Kreises, Kreisbogen mit tangentia-

	lem Anschluss an Punkt 6, TNC berechnet den Radius selbst

n160 g01 x+5 * 	Letzten Konturpunkt 1 anfahren

n170 g27 r5 f500 * 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

n180 g40 x-20 y-20 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n190 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren in der Werkzeug-Achse, Programm-Ende

n99999999 %circular g71 * 	

Beispiel: Vollkreis kartesisch

	

0 BEGIN PGM C-CC MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S3150 	Werkzeug-Aufruf

4 CC X+50 Y+50 	Kreismittelpunkt definieren

5 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

6 L X-40 Y+50 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300 	Kreisstartpunkt anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem

	Anschluss

9 C X+0 DR- 	Kreisendpunkt (=Kreisstartpunkt) anfahren

10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem

	Anschluss

11 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

12 END PGM C-CC MM 	

%c-cc g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s3150 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren

n50 i+50 j+50 * 	Kreismittelpunkt definieren

n60 x-40 y+50 * 	Werkzeug vorpositionieren

n70 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g41 x+0 y+50 f300 * 	Kreisstartpunkt anfahren, Radiuskorrektur G41

n90 g26 r5 f150 * 	Tangentiales Anfahren

n100 g02 x+0 * 	Kreisendpunkt (=Kreisstartpunkt) anfahren

n110 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n120 g01 g40 x-40 y-50 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n130 g00 z+250 m2 * 	Werkzeug freifahren in der Werkzeug-Achse, Programm-Ende

n99999999 %c-cc g71 * 	

Bahnbewegungen – Polarkoordinaten

Übersicht

Mit Polarkoordinaten legen Sie eine Position über einen Winkel PAH und einen Abstand PRR zu einem zuvor definierten Pol CCI, J fest.

Polarkoordinaten setzen Sie vorteilhaft ein bei:

Positionen auf Kreisbögen

Werkstück-Zeichnungen mit Winkelangaben, z.B. bei Lochkreisen

Übersicht der Bahnfunktion mit Polarkoordinaten

Funktion	Bahnfunktionstaste	Werkzeug-Bewegung	Erforderliche Eingaben	Seite

Gerade LPG10, G11	 + 	Gerade	Polarradius, Polarwinkel des Geraden-Endpunkts	Seite 202

Kreisbogen CPG12, G13	 + 	Kreisbahn um Kreismittelpunkt/ Pol zum Kreisbogen-Endpunkt	Polarwinkel des Kreisendpunkts, Drehrichtung	Seite 203

Kreisbogen G15	 + 	Kreisbahn entsprechend aktiver Drehrichtung	Polarwinkel des Kreisendpunkts	Seite 212

Kreisbogen CTPG16	 + 	Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges Konturelement	Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts	Seite 204

Schraubenlinie (Helix)	 + 	Überlagerung einer Kreisbahn mit einer Geraden	Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts, Koordinate des Endpunkts in der Werkzeugachse	Seite 205

Polarkoordinaten-Ursprung: Pol CCI, J

Den Pol CC können Sie an beliebigen Stellen im Bearbeitungs-Programm festlegen, bevor Sie Positionen durch Polarkoordinaten angeben. Gehen Sie beim Festlegen des Pols vor, wie beim Programmieren des Kreismittelpunkts.

Pol programmieren: Taste SPEC FCT drücken.

	Softkey PROGRAMM FUNKTIONEN wählen

	Softkey DIN/ISO wählen

	Softkey I oder J wählen

	Koordinaten: Rechtwinklige Koordinaten für den Pol eingeben oder um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: G29 eingeben. Den Pol festlegen, bevor Sie Polarkoordinaten programmieren. Pol nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren. Der Pol ist solange wirksam, bis Sie einen neuen Pol festlegen.

	Koordinaten: Rechtwinklige Koordinaten für den Pol eingeben oder um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine Koordinaten eingeben. Den Pol festlegen, bevor Sie Polarkoordinaten programmieren. Pol nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren. Der Pol ist solange wirksam, bis Sie einen neuen Pol festlegen.

NC-Beispielsätze

12 CC X+45 Y+25 

N120 I+45 j+45 * 

Gerade LPim Eilgang G10

Gerade mit Vorschub G11 F

Das Werkzeug fährt auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.

Polarkoordinaten-Radius PRR: Abstand des Geraden-Endpunkts zum Pol CC eingeben

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Geraden-Endpunkts zwischen –360° und +360°

Das Vorzeichen von PAH ist durch die Winkel-Bezugsachse festgelegt:

Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu PRR gegen den Uhrzeigersinn: PAH>0

Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu PRR im Uhrzeigersinn: PAH<0

NC-Beispielsätze

12 CC X+45 Y+25 

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3 

14 LP PA+60 

15 LP IPA+60 

16 LP PA+180 

N120 I+45 J+45 * 

N130 G11 G42 R+30 h+0 F300 M3 * 

N140 H+60 * 

N150 G91 H+60 * 

N160 G90 H+180 * 

Kreisbahn CPG12/G13/G15 um Pol CCI, J

Der Polarkoordinaten-Radius PRR ist gleichzeitig Radius des Kreisbogens. PRR ist durch den Abstand des Startpunkts zum Pol CCI, J festgelegt. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn ist der Startpunkt der Kreisbahn.

Drehsinn

Im Uhrzeigersinn: G12

Im Gegen-Uhrzeigersinn: G13

Ohne Drehrichtungs-Angabe: G15. Die TNC fährt die Kreisbahn mit der zuletzt programmierten Drehrichtung

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts zwischen –99999,9999° und +99999,9999°

Drehsinn DR

NC-Beispielsätze

18 CC X+25 Y+25 

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 

20 CP PA+180 DR+ 

N180 I+25 J+25 * 

N190 G11 G42 R+20 h+0 F250 M3 * 

N200 G13 H+180 * 

	Bei inkrementalen Koordinaten gleiches Vorzeichen für DR und PA eingeben.	

Kreisbahn CTPG16 mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die tangential an ein vorangegangenes Konturelement anschließt.

Polarkoordinaten-Radius PRR: Abstand des Kreisbahn-Endpunkts zum Pol CCI, J

Polarkoordinaten-Winkel PAH: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts

NC-Beispielsätze

12 CC X+40 Y+35 

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3 

14 LP PR+25 PA+120 

15 CTP PR+30 PA+30 

16 L Y+0 

N120 I+40 J+35 * 

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3 * 

N140 G11 R+25 H+120 * 

N150 G16 R+30 H+30 * 

N160 G01 Y+0 * 

	Der Pol ist nicht Mittelpunkt des Konturkreises!

Schraubenlinie (Helix)

Eine Schraubenlinie entsteht aus der Überlagerung einer Kreisbewegung und einer Geradenbewegung senkrecht dazu. Die Kreisbahn programmieren Sie in einer Hauptebene.

Die Bahnbewegungen für die Schraubenlinie können Sie nur in Polarkoordinaten programmieren.

Einsatz

Innen- und Außengewinde mit größeren Durchmessern

Schmiernuten

Berechnung der Schraubenlinie

Zum Programmieren benötigen Sie die inkrementale Angabe des Gesamtwinkels, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt und die Gesamthöhe der Schraubenlinie.

Für die Berechnung in Fräsrichtung von unten nach oben gilt:

Anzahl Gänge n	Gewindegänge + Gangüberlauf am 

Gewinde-Anfang und -ende

Gesamthöhe h	Steigung P x Anzahl der Gänge n

Inkrementaler Gesamtwinkel IPAh	Anzahl der Gänge x 360° + Winkel für 

Gewinde-Anfang + Winkel für Gangüberlauf

Anfangskoordinate Z	Steigung P x (Gewindegänge + Gangüberlauf am Gewinde-Anfang)

Form der Schraubenlinie

Die Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Arbeitsrichtung, Drehsinn und Radiuskorrektur für bestimmte Bahnformen.

Innengewinde	Arbeitsrichtung	Drehsinn	Radiuskorrektur

rechtsgängig

linksgängig	Z+

Z+	DR+G13

DR–G12 	RLG41

RRG42

rechtsgängig

linksgängig	Z–

Z–	DR–G12 

DR+G13	RRG42

RLG41

Außengewinde			

rechtsgängig

linksgängig	Z+

Z+	DR+G13

DR–G12 	RRG42

RLG41

rechtsgängig

linksgängig	Z–

Z–	DR–G12 

DR+G13 	RLG41

RRG42

Schraubenlinie programmieren

	Geben Sie Drehsinn und den inkrementalen Gesamtwinkel IPAG91 h mit gleichem Vorzeichen ein, sonst kann das Werkzeug in einer falschen Bahn fahren.

Für den Gesamtwinkel IPAG91 h ist ein Wert von -99 999,9999° bis +99 999,9999° eingebbar.

Polarkoordinaten-Winkel: Gesamtwinkel inkremental eingeben, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt. Nach der Eingabe des Winkels wählen Sie die Werkzeug-Achse mit einer Achswahltaste.

Koordinate für die Höhe der Schraubenlinie inkremental eingeben

Drehsinn DR 

Schraubenlinie im Uhrzeigersinn: DR–

Schraubenlinie gegen den Uhrzeigersinn: DR+

Radiuskorrektur gemäß Tabelle eingeben

NC-Beispielsätze: Gewinde M6 x 1 mm mit 5 Gängen

12 CC X+40 Y+25 

13 L Z+0 F100 M3 

14 LP PR+3 PA+270 RL F50 

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 

N120 I+40 J+25 * 

N130 G01 Z+0 F100 M3 * 

N140 G11 G41 R+3 h+270 * 

N150 G12 G91 h-1800 Z+5 * 

Beispiel: Geradenbewegung polar

	

0 BEGIN PGM LINEARPO MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf

4 CC X+50 Y+50 	Bezugspunkt für Polarkoordinaten definieren

5 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250 	Kontur an Punkt 1 anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 LP PA+120 	Punkt 2 anfahren

10 LP PA+60 	Punkt 3 anfahren

11 LP PA+0 	Punkt 4 anfahren

12 LP PA-60 	Punkt 5 anfahren

13 LP PA-120 	Punkt 6 anfahren

14 LP PA+180 	Punkt 1 anfahren

15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

16 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

17 END PGM LINEARPO MM 	

%linearpo g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s4000 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Bezugspunkt für Polarkoordinaten definieren

n50 i+50 j+50 * 	Werkzeug freifahren

n60 g10 r+60 h+180 * 	Werkzeug vorpositionieren

n70 g01 z-5 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g11 g41 r+45 h+180 f250 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren

n90 g26 r5 * 	Kontur an Punkt 1 anfahren

n100 h+120 * 	Punkt 2 anfahren

n110 h+60 * 	Punkt 3 anfahren

n120 h+0 * 	Punkt 4 anfahren

n130 h-60 * 	Punkt 5 anfahren

n140 h-120 * 	Punkt 6 anfahren

n150 h+180 * 	Punkt 1 anfahren

n160 g27 r5 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n170 g40 r+60 h+180 f1000 * 	Freifahren in der Bearbeitungsebene, Radiuskorrektur aufheben

n180 g00 z+250 m2 * 	Freifahren in der Spindelachse, Programm-Ende

n99999999 %linearpo g71 * 	

Beispiel: Helix

	

0 BEGIN PGM HELIX MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S1400 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X+50 Y+50 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 CC 	Letzte programmierte Position als Pol übernehmen

7 L Z-12,75 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200 	Helix fahren

10 DEP CT CCA180 R+2 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

11 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

12 END PGM HELIX MM 	

%helix g71 * 	

n10 g30 g17 x+0 y+0 z-20 * 	Rohteil-Definition

n20 g31 g90 x+100 y+100 z+0 * 	

n30 t1 g17 s1400 * 	Werkzeug-Aufruf

n40 g00 g40 g90 z+250 * 	Werkzeug freifahren

n50 x+50 y+50 * 	Werkzeug vorpositionieren

n60 g29 * 	Letzte programmierte Position als Pol übernehmen

n70 g01 z-12,75 f1000 m3 * 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

n80 g11 g41 r+32 h+180 f250 * 	Ersten Konturpunkt anfahren

n90 g26 r2 * 	Anschluss

n100 g13 g91 h+3240 z+13,5 f200 * 	Helix fahren

n110 g27 r2 f500 * 	Tangentiales Wegfahren

n120 g01 g40 g90 x+50 y+50 f1000 * 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

n130 g00 z+250 m2 * 	

Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK

Grundlagen

Werkstückzeichnungen, die nicht NC-gerecht bemaßt sind, enthalten oft Koordinaten-Angaben, die Sie nicht über die grauen Dialog-Tasten eingeben können. So können z.B.

bekannte Koordinaten auf dem Konturelement oder in der Nähe liegen,

Koordinaten-Angaben sich auf ein anderes Konturelement beziehen oder 

Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf bekannt sein.

Solche Angaben programmieren Sie direkt mit der Freien Kontur-Programmierung FK. Die TNC errechnet die Kontur aus den bekannten Koordinaten-Angaben und unterstützt den Programmier-Dialog mit der interaktiven FK-Grafik. Das Bild rechts oben zeigt eine Bemaßung, die Sie am einfachsten über die FK-Programmierung eingeben.

	Beachten Sie folgende Voraussetzungen für die FK-Programmierung

Konturelemente können Sie mit der Freien Kontur-Programmierung nur in der Bearbeitungsebene programmieren. Die Bearbeitungsebene legen Sie im ersten BLK FORM-Satz des Bearbeitungs-Programms fest.

Geben Sie für jedes Konturelement alle verfügbaren Daten ein. Programmieren Sie auch Angaben in jedem Satz, die sich nicht ändern: Nicht programmierte Daten gelten als nicht bekannt!

Q-Parameter sind in allen FK-Elementen zulässig, außer in Elementen mit Relativ-Bezügen (z.B RX oder RAN), also Elementen, die sich auf andere NC-Sätze beziehen.

Wenn Sie im Programm konventionelle und Freie Kontur-Programmierung mischen, dann muss jeder FK-Abschnitt eindeutig bestimmt sein.

Die TNC benötigt einen festen Punkt, von dem aus die Berechnungen durchgeführt werden. Programmieren Sie direkt vor dem FK-Abschnitt mit den grauen Dialogtasten eine Position, die beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthält. In diesem Satz keine Q-Parameter programmieren.

Wenn der erste Satz im FK-Abschnitt ein FCT- oder FLT-Satz ist, müssen Sie davor mindestens zwei NC-Sätze über die grauen Dialog-Tasten programmieren, damit die Anfahrrichtung eindeutig bestimmt ist.

Ein FK-Abschnitt darf nicht direkt hinter einer Marke LBL beginnen.

Grafik der FK-Programmierung

	Um die Grafik bei der FK-Programmierung nutzen zu können, wählen Sie die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + GRAFIK (siehe „Programm-Einspeichern/Editieren” auf Seite 63)

Mit unvollständigen Koordinaten-Angaben lässt sich eine Werkstück-Kontur oft nicht eindeutig festlegen. In diesem Fall zeigt die TNC die verschiedenen Lösungen in der FK-Grafik an und Sie wählen die richtige aus. Die FK-Grafik stellt die Werkstück-Kontur mit verschiedenen Farben dar:

blau	Das Konturelement ist eindeutig bestimmt

grün			Die eingegebenen Daten lassen mehrere Lösungen zu; Sie wählen die richtige aus

rot			Die eingegebenen Daten legen das Konturelement noch nicht ausreichend fest; Sie geben weitere Angaben ein

Wenn die Daten auf mehrere Lösungen führen und das Konturelement grün angezeigt wird, dann wählen Sie die richtige Kontur wie folgt:

Softkey ZEIGE LÖSUNG so oft drücken, bis das Konturelement richtig angezeigt wird. Benutzen Sie die Zoom-Funktion (2. Softkey-Leiste), wenn mögliche Lösungen in der Standard-Darstellung nicht unterscheidbar sind 

Das angezeigte Konturelement entspricht der Zeichnung: Mit Softkey LÖSUNG WÄHLEN festlegen

	Wenn Sie eine grün dargestellte Kontur noch nicht festlegen wollen, dann drücken Sie den Softkey AUSWAHL BEENDEN, um den FK-Dialog fortzuführen.

	Die grün dargestellten Konturelemente sollten Sie so früh wie möglich mit LÖSUNG WÄHLEN festlegen, um die Mehrdeutigkeit für die nachfolgenden Konturelemente einzuschränken.

Ihr Maschinenhersteller kann für die FK-Grafik andere Farben festlegen.

NC-Sätze aus einem Programm, das mit PGM CALL aufgerufen wird, zeigt die TNC mit einer weiteren Farbe.

Satznummern im Grafikfenster anzeigen

Um Satznummern im Grafikfenster anzuzeigen: 

Softkey anzeigen ausblend. satz-nr. auf anzeigen stellen (Softkey-Leiste 3)

FK-Dialog eröffnen

Wenn Sie die graue Bahnfunktionstaste FK drücken, zeigt die TNC Softkeys an, mit denen Sie den FK-Dialog eröffnen: Siehe nachfolgende Tabelle. Um die Softkeys wieder abzuwählen, drücken Sie die Taste FK erneut.

Wenn Sie den FK-Dialog mit einem dieser Softkeys eröffnen, dann zeigt die TNC weitere Softkey-Leisten, mit denen Sie bekannte Koordinaten eingeben, Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf machen können.

FK-Element	Softkey

Gerade mit tangentialem Anschluss	

Gerade ohne tangentialen Anschluss	

Kreisbogen mit tangentialem Anschluss	

Kreisbogen ohne tangentialen Anschluss	

Pol für FK-Programmierung				

Pol für FK-Programmierung

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog zur Definition des Pols eröffnen: Softkey FpoL drücken. Die TNC zeigt die Achs-Softkeys der aktiven Bearbeitungsebene

Über diese Softkeys die Pol-Koordinaten eingeben

	Der Pol für die FK-Programmierung bleibt solange aktiv, bis Sie über FPOL einen neuen definieren.

Geraden frei programmieren

Gerade ohne tangentialem Anschluss

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog für freie Gerade eröffnen: Softkey FL drücken. Die TNC zeigt weitere Softkeys

Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben. Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung”, Seite 211)

Gerade mit tangentialem Anschluss

Wenn die Gerade tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FLT:

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog eröffnen: Softkey FLT drücken

Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben

Kreisbahnen frei programmieren

Kreisbahn ohne tangentialem Anschluss

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

Dialog für freien Kreisbogen eröffnen: Softkey FC drücken; die TNC zeigt Softkeys für direkte Angaben zur Kreisbahn oder Angaben zum Kreismittelpunkt

Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben: Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung”, Seite 211)

Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

Wenn die Kreisbahn tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FCT:

Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken

	Dialog eröffnen: Softkey FCT drücken

Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben

Eingabemöglichkeiten

Endpunkt-Koordinaten

Bekannte Angaben	Softkeys	

Rechtwinklige Koordinaten X und Y					

Polarkoordinaten bezogen auf FPOL					

NC-Beispielsätze

7 FPOL X+20 Y+30 

8 FL IX+10 Y+20 rr F100 

9 fct PR+15 IPA+30 Dr+ R15 

Richtung und Länge von Konturelementen

Bekannte Angaben	Softkeys

Länge der Geraden				

Anstiegswinkel der Geraden				

Sehnenlänge LEN des Kreisbogenabschnitts				

Anstiegswinkel AN der Eintrittstangente	

Mittelpunktswinkel des Kreisbogenabschnitts				

	Achtung Gefahr für Werkstück und Werkzeug!

Anstiegswinkel die Sie inkremental (IAN) definiert haben, bezieht die TNC auf die Richtung des letzten Verfahrsatzes. Programme die inkrementale Anstiegswinkel enthalten und auf einer iTNC 530 oder älteren TNC´s erstellt wurden, sind nicht kompatibel. 

NC-Beispielsätze

27 Flt X+25 len 12.5 an+35 rl f200 

28 Fc dr+ r6 len 10 aN-45 

29 fct dr- r15 len 15 

Kreismittelpunkt CC, Radius und Drehsinn im FC-/FCT-Satz

Für frei programmierte Kreisbahnen berechnet die TNC aus Ihren Angaben einen Kreismittelpunkt. Damit können Sie auch mit der FK-Programmierung einen Vollkreis in einem Satz programmieren.

Wenn Sie den Kreismittelpunkt in Polarkoordinaten definieren wollen, müssen Sie den Pol anstelle mit CC mit der Funktion FPOL definieren. FPOL bleibt bis zum nächsten Satz mit FPOL wirksam und wird in rechtwinkligen Koordinaten festgelegt.

	Ein konventionell programmierter oder ein errechneter Kreismittelpunkt ist in einem neuen FK-Abschnitt nicht mehr als Pol oder Kreismittelpunkt wirksam: Wenn sich konventionell programmierte Polarkoordinaten auf einen Pol beziehen, den Sie zuvor in einem CC-Satz festgelegt haben, dann legen Sie diesen Pol nach dem FK-Abschnitt erneut mit einem CC-Satz fest.

Bekannte Angaben	Softkeys	

Mittelpunkt in rechtwinkligen Koordinaten					

Mittelpunkt in Polarkoordinaten					

Drehsinn der Kreisbahn					

Radius der Kreisbahn		

NC-Beispielsätze

10 Fc ccx+20 ccy+15 dr+ r15 

11 Fpol x+20 y+15 

12 fl an+40 

13 fc dr+ r15 ccpr+35 ccpa+40 

Geschlossene Konturen

Mit dem Softkey CLSD kennzeichnen Sie Beginn und Ende einer geschlossenen Kontur. Dadurch reduziert sich für das letzte Konturelement die Anzahl der möglichen Lösungen.

CLSD geben Sie zusätzlich zu einer anderen Konturangabe im ersten und letzten Satz eines FK-Abschnitts ein.

			Konturanfang:		CLSD+

	Konturende:			CLSD–

NC-Beispielsätze

12 l x+5 y+35 rl f500 m3 

13 Fc dr- r15 clsd+ ccx+20 ccy+35 

...

17 fct dr- r+15 clsd- 

Hilfspunkte

Sowohl für freie Geraden als auch für freie Kreisbahnen können Sie Koordinaten für Hilfspunkte auf oder neben der Kontur eingeben.

Hilfspunkte auf einer Kontur

Die Hilfspunkte befinden sich direkt auf der Geraden bzw. auf der Verlängerung der Geraden oder direkt auf der Kreisbahn.

Bekannte Angaben	Softkeys		

X-Koordinate eines Hilfspunkts

P1 oder P2 einer Geraden			

Y-Koordinate eines Hilfspunkts		

P1 oder P2 einer Geraden			

X-Koordinate eines Hilfspunkts 			

P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn			

Y-Koordinate eines Hilfspunkts 			

P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn			

Hilfspunkte neben einer Kontur

Bekannte Angaben		Softkeys	

X- und Y- Koordinate des Hilfspunkts neben		einer Geraden		

Abstand des Hilfspunkts zur Geraden		

X- und Y-Koordinate eines Hilfspunkts neben einer Kreisbahn		

Abstand des Hilfspunkts zur Kreisbahn		

NC-Beispielsätze

13 fc dr- r10 p1x+42.929 p1y+60.071 

14 FLT An-70 PDX+50 PDY+53 D10 

Relativ-Bezüge

Relativ-Bezüge sind Angaben, die sich auf ein anderes Konturelement beziehen. Softkeys und Programm-Wörter für Relativ-Bezüge beginnen mit einem „R“. Das Bild rechts zeigt Maßangaben, die Sie als Relativ-Bezüge programmieren sollten.

	Koordinaten mit Relativbezug immer inkremental eingeben. Zusätzlich Satz-Nummer des Konturelements eingeben, auf das Sie sich beziehen.

Das Konturelement, dessen Satz-Nummer Sie angeben, darf nicht mehr als 64 Positionier-Sätze vor dem Satz stehen, in dem Sie den Bezug programmieren.

Wenn Sie einen Satz löschen, auf den Sie sich bezogen haben, dann gibt die TNC eine Fehlermeldung aus. Ändern Sie das Programm, bevor Sie diesen Satz löschen.

Relativbezug auf Satz N: Endpunkt-Koordinaten

Bekannte Angaben	Softkeys	

Rechtwinklige Koordinaten 

bezogen auf Satz N		

Polarkoordinaten bezogen auf Satz N		

NC-Beispielsätze

12 FPOL X+10 Y+10 

13 FL PR+20 PA+20 

14 FL An+45 

15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13 

16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13 

Relativbezug auf Satz N: Richtung und Abstand des Konturelements

Bekannte Angaben	Softkey

Winkel zwischen Gerade und anderem Konturelement bzw. zwischen Kreisbogen-Eintrittstangente und anderem Konturelement	

Gerade parallel zu anderem Konturelement	

Abstand der Geraden zu parallelem Konturelement	

NC-Beispielsätze

17 FL LEN 20 An+15 

18 FL AN+105 LEN 12.5 

19 FL PAR 17 DP 12.5 

20 FSELECT 2 

21 FL LEN 20 IAn+95 

22 FL IAn+220 RAN 18 

Relativbezug auf Satz N: Kreismittelpunkt CC

Bekannte Angaben	Softkey	

Rechtwinklige Koordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N		

Polarkoordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N		

NC-Beispielsätze

12 FL X+10 Y+10 RL 

13 FL ... 

14 FL X+18 Y+35 

15 FL ... 

16 FL ... 

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14 

Beispiel: FK-Programmierung 1

	

0 BEGIN PGM FK1 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S500 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X-20 Y+30 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-10 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30 	FK- Abschnitt: 

9 FLT 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75 	

11 FLT 	

12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20 	

13 FLT 	

14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30 	

15 DEP CT CCA90 R+5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

16 L X-30 Y+0 R0 FMAX 	

17 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

18 END PGM FK1 MM 	

Beispiel: FK-Programmierung 2

	

0 BEGIN PGM FK2 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4000 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X+30 Y+30 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z+5 R0 FMAX M3 	Werkzeug-Achse vorpositionieren

7 L Z-5 R0 F100 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

9 FPOL X+30 Y+30 	FK- Abschnitt: 

10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10 	

12 FSELECT 3 	

13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60 	

14 FSELECT 2 	

15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10 	

16 FSELECT 3 	

17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 	

18 FSELECT 2 	

19 DEP LCT X+30 Y+30 R5 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

20 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

21 END PGM FK2 MM 	

Beispiel: FK-Programmierung 3

	

0 BEGIN PGM FK3 MM 	

1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 	Rohteil-Definition

2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0 	

3 TOOL CALL 1 Z S4500 	Werkzeug-Aufruf

4 L Z+250 R0 FMAX 	Werkzeug freifahren

5 L X-70 Y+0 R0 FMAX 	Werkzeug vorpositionieren

6 L Z-5 R0 F1000 M3 	Auf Bearbeitungstiefe fahren

7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250 	Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0 	FK- Abschnitt: 

9 FLT 	Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren

10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50 	

11 FLT 	

12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0 	

13 FCT DR+ R24 	

14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0 	

15 FSELECT 2 	

16 FCT DR- R1.5 	

17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10 	

18 FSELECT 2 	

19 FCT dr+ R5 	

20 FLT X+110 Y+15 AN+0 	

21 FL AN-90 	

22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30 	

23 RND R5 	

24 FL X+65 Y-25 AN-90 	

25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75 	

26 FCT DR- R65 	

27 FSELECT 1 	

28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0 	

29 FSELECT 4 	

30 DEP CT CCA90 R+5 F1000 	Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss

31 L X-70 R0 FMAX 	

32 L Z+250 R0 FMAX M2 	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

33 END PGM FK3 MM 	
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Kontur anfahren und verlassen
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