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1.  序⽂

ユーザーマニュアル

対象

i-cutプロダクションコンソール

注 : Kongsberg のスタッフまたは適切な研修を受けた⼈のみが、システムの取り扱い、操
作、または修理を⾏うことが可能であることに留意してください。

注 : 取扱説明書の原⽂は英語です。その他⾔語における取扱説明書は、原⽂の翻訳となり
ます。

©Copyright , Kongsberg Precision Cutting Systems
All Rights Reserved.

この著作権では本書が発⾏済みであることは⽰されていません。
この⽂書に含まれている資料、情報および使⽤説明は、Kongsberg Precision Cutting Systems

の所有物です。この⽂書によって与えられるまたは追加される保証はありません。さら
に、Kongsberg Precision Cutting Systems は、この⽂書に含まれているシステムまたは情報
の使⽤または使⽤結果に関する保証またはいかなる表明も⾏いません。Kongsberg Precision

Cutting Systems は、この⽂書に含まれているシステムまたは情報の使⽤または使⽤できない
ことから⽣じる直接的な、間接的な、結果としてのまたは偶発的ないかなる損害の責任も負
わないものとします。この⽂書に含まれている情報は、事前の通知なしに変更されることが

あります。そのような変更や追加を知らせるために適宜改訂版が発⾏される場合があります。
このシステムのいかなる部分も、Kongsberg Precision Cutting Systems の事前の書

⾯による許可なしには、印刷、写真印刷、マイクロフィルムまたはその他のいかなる
⼿段によっても、電⼦的、機械的ないかなる形態またはいかなる⽅法によっても、複

製、データベースまたは検索システムへの格納、または出版を⾏うことはできません。
この⽂書は、これ以前の⽇付を持つすべての版に取って代わります。

この出版物に関するお問い合せは、下記までお送りください。
グローバルサポート

Kongsberg Precision Cutting Systems

ドキュメント番号：D; パーツ番号: 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box , NO- Kongsberg, NORWAY Tel.: +    
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2.  変更の記録

⽇付
年⽉⽇

実⾏者 品名（説明）

19.12.2022 DHO iPC .向け新版
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3.  ようこそ

「Kongsberg i-cut Production Consoleユーザーマニュアル」へようこそ。
このマニュアル内では、i-cut Production Consoleを省略してiPCと表現しています。

このマニュアルでは、iPCのすべての機能について詳細に解説しています。
これは、Kongsbergカッティングテーブルのオペレータと、機器の準備を⾏う担当者⽤です。

iPCのインストールは以下で説明されています：  iPCのインストール 掲載ページ 329

注：本マニュアルに記載されている機能の⼀部はオプションで提供されるものです。
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4.  このマニュアルを使⽤する

4.1.  主装置
このマニュアルは次のメインセクションに分かれます。

システム説明

• ユーザーインタフェースの簡単な説明です。
• すべてのメニューとツールバーが1つずつ説明されています。

開始前の準備
この章では、重要な基本トピックが説明されています。

• 素材が最重要
• リソースマネージャー
• ファイル準備
• レジストレーション
• ツールの設定

ワークフロー説明
⼀般的なワークフロー例と、各ステップの詳細を解説します。

1. 利⽤開始
2. ファイル取り込み
3. 開いているジョブ
4. プロダクションの準備
5. ジョブを保存
6. ジョブを実⾏

詳細セクション
これらの章では上級ユーザー向けのオプション機能が使⽤可能です。

• ジョブの編集  - 開いているジョブに使⽤可能な修正。
• ジョブ代替  - 使⽤可能な追加の処理オプション。

バックアップと復元

• 適切なバックアップ体制を構築する⼿順。
• バックアップの実⾏⼿順。
• バックアップからの復元⼿順。

iPC設定

• システムの⼀般的な動作を指定するオプション設定。
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添付⽂書

• ソフトウェアのインストール
• キーボードショートカット -利⽤可能なキーボードショートカットの完全な⼀覧。
• iPCコマンド - iPCコマンド⾔語。

4.2.  名前とスタイルおよびマーク

名前またはスタイル 品名（説明）

［ポップアップ］ダイアログ ［右マウスボタン］のクリックで表⽰されるダイアログ
です。

［開始］ボタン イタリック（斜体）は、［オペレータパネル］のボタン
であることを⽰します。

OK ボールド（太字）は、グラフィカルユーザーインタ
フェース(GUI)のボタンまたは機能を⽰します。

マシン構成 トピックへのリンク。

[メニューバー]->[編集]-> [オプショ
ン]

メニュー選択：［メニューバー］から［編集］、［オプ
ション］の順に選択します。

この記号は、その機能が実際のハードウェアに依存する
ことを⽰します。
ハードウェアが使⽤できない場合、この機能は⾮表⽰に
なっています。

この記号は、その機能がライセンスに依存することを⽰
します。

 テーブル操作

［オペレータパネル］ボタンは、Kongsbergカッティングテーブルごとに異なっています。
このマニュアル全体を通して、機能ごとに１つの共通の記号を使っています。
カッティングテーブルのオペレータパネルに関する情報は、実際にお使いのカッティングテーブ
ルのユーザーマニュアルに記載されています。
共通の記号は以下の通りです。
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このボタンを押して実⾏を開始します

このボタンを押して実⾏を中⽌します

基準点を設定するときに、このボタンを押します

4.3.  画像と図

4.3.1.  向き

このドキュメントで、カッティングテーブルに関する画像と図は次のように⽰されます。

ユーザーインタフェースでは、複数の表⽰オプション が使⽤可能です。
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5.  システム説明

この章ではiPCユーザーインタフェースを詳しく説明します。

5.1.  命名規則
iPCユーザーインタフェースは、作業中のモードによって種類の異なるビュー、 マイジョブ、ま
たは開いたジョブで表⽰されます。

5.1.1.  マイジョブ
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1 - Menu Bar
2 - ジョブタブ
3 - ジョブ情報
4 - ［プロダクション］ ->
［推定時間］。
ジョブの実⾏に要する推定時
間がここで表⽰されます。
詳細については、ジョブ推定
状態 を参照ください。

5 - Windowsツールバーとマシン接続アイコン
6 - マシンパネル
7 - マイジョブアクション
8 - マイジョブリスト

5.1.2.  開いているジョブ

1 - Menu Bar
2 - ツールバー
3 - Layers View / Production View、以下を参
照
4 - Windowsツールバーとマシン接続アイコン

5 - マシンパネル
6 - Properties Bar
7 - ジョブ設定。レイヤー設定とプロダクショ
ンのセットアップで構成されています
8 - ジョブタブ

5.1.3.  ツール設定

ツール設定とツールの設定の違いにご注意ください。
ツールの設定
レイヤーで使⽤するツール設定を編集します
ツール設定
接続されたカッティングテーブルのツール設定を維持します。
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5.2.  メニューバー

以下のMenu Barエントリが使⽤できます。

• ファイル
• 編集
• ビュー
• 選択
• ジョブ

• レイヤー
• 曲線
• 機器
• アドバンスト
• ヘルプ

5.2.1.  ファイル

［Menu Bar］->［ファイル］

使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。
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新規ジョブ（Ctrl+N）
空のジョブを作成します。
［Toolbar］ 機能を使⽤し、形状の追加および
編集ができます。

ジョブの保存（Ctrl+S）
開いているジョブを保存します。
ジョブはiPC .cut形式で保存されます。
ファイルが.cutとして保存されていない場合
は、保存先フォルダとファイル名の⼊⼒を求
められます。

ファイルを開く...（Ctrl+O）
⼊⼒ファイルを開き 、［マイジョブリス
ト］に追加します。

名前を付けてジョブを保存（Ctrl+Shift+S）
開いているジョブを保存します。
保存先のフォルダとファイル名を要求されま
す。

バーコードによって開く...（Ctrl+Alt+O）
バーコード付きジョブ を参照してください

書き出し
開いているジョブをPDFに書き出します。
保存先のフォルダとファイル名を要求されま
す。

ArtiosCAD標準から開く...（Ctrl+Alt+Shift
+O）
ArtiosCAD標準から開く を参照してください

リロード
開いているジョブをリロードします。この場
合、ジョブに対する変更はすべて失われます。

バーコードによるプロダクションの開始...
（Ctrl+Alt+P）
バーコードによるプロダクションの開始 を参
照してください

終了
iPCを終了します。

ジョブを閉じる（Ctrl+W）
開いているジョブを閉じます。

5.2.2.  編集

［Menu Bar］->［編集］

使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

元に戻す（Ctrl+Z）
1つもしくはさらに前の操作を元に戻します。

オプション

• オプションを設定します
• 基本設定を⾏います
• デフォルト値を設定します
詳細については、ｘｘｘをご覧ください。  iPC設定 掲載ページ 277
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5.2.3.  ビュー

［Menu Bar］->［ビュー］

すべてのビュー機能は［レイヤービュー/プロダクションビュー］ウィンドウに表⽰された開いて
いるジョブに関連します。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

拡⼤ツール(T)
マウスでズームエリアを定義します。

テーブルビューの⽅向
Layers View / Production Viewのビューポイン
トを選択します

ズームイン （Ctrl+Add）
クリックしてズームインします。

リファレンスポイント
選択されたリファレンスポイントを［Layers
View / Production View］ウィンドウに表⽰し
ます。

ズームアウト （Ctrl+Subtract）
クリックしてズームアウトします。

テーブルルーラー
カッティングテーブルルーラーを［Layers
View / Production View］ウィンドウに表⽰し
ます（機器によります）。

ジョブに合わせる （Ctrl+Shift+J）
開いているジョブ］が［Layers View /
Production View］ウィンドウいっぱいに表⽰
されます。

真空ゾーン
選択された［真空ポンプゾーン］を［Layers
View / Production View］ウィンドウで⽰しま
す。

テーブルに合わせる （Ctrl+Shift+T）
開いているジョブを含むカッティングテー
ブルの写真が［Layers View / Production
View］いっぱいに表⽰されます。

パーク位置(P)
現在のパーク位置を［Layers View /
Production View］ウィンドウに記号で表⽰し
ます。

曲線⽅向
各曲線の⽮印は曲線⽅向を⽰します。

バウンディングボックス
開いているジョブを囲むバウンディングボック
スを表⽰します。

曲線点(P)
曲線ポイントを⽰します。

ルーラー(R)
Layers View / Production Viewに定規を追加し
ます。
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ツールパス
ミリング⽤のツールパスが表⽰されます。

時計回りに90 度回転
ジョブメニューの機能へのショートカットで
す。

左回りに90 度回転
ジョブメニューの機能へのショートカットで
す。

5.2.3.1 レイヤー表⽰/プロダクション表⽰の⽅向

[メニューバー]->[ビュー]->[テーブルビューの⽅向]

Layers View / Production Viewのビューポイントを選択します。

代替
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

正しいジョグ⽅向を得るためには、［ビューポイント］とオペレータパネルの位置が連係してい
る必要があります。
詳細については、「ハードウェア設定」 を参照してください。

5.2.4.  選択

［Menu Bar］->［選択］

すべての［選択］機能は、［開いているジョブ］->［レイヤータブ］に関連します。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

すべての曲線の選択（Ctrl+A）
開いているジョブですべての曲線を選択しま
す。

すべてのカーブを選択解除 （Ctrl+D）
開いているジョブですべてのカーブを選択解
除します。
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5.2.5.  ジョブ

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］

すべての［ジョブ］機能は開いているジョブに関連します。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

時計回りに900度回転
ジョブ全体を回転します。

ダブルラインとシーケンスを削除
この機能で、ジョブのダブルラインを削除、お
よび断裁シーケンスの最適化を⾏います。

反時計回りに900度回転
ジョブ全体を回転します。

ダブルラインを削除、ギャップ全体に加わる
ダブルラインは削除されます。
連続した線の間のギャップで⼀定の限界値未
満のものは統合されます。

⽔平反転 掲載ページ 172
開いているジョブをミラー反転します。

プロダクションに最適化...
［プロダクションに最適化］ダイアログを開
きます。

垂直反転
開いているジョブをミラー反転します。

内部オフセットを削除
開いているジョブの左下コーナーが、現在選
択されているリファレンスポイント+素材配
置+ジョブオフセットに配置されます。

開いた曲線を異なるレイヤーに移動
［カーブを開く］を［閉じたカーブ］から区
別するためにこの機能を使います。

5.2.6.  レイヤー

［Menu Bar］->［レイヤー］

すべての［レイヤー］機能は開いているジョブに関連します。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。
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レイヤーを追加...（Ctrl+L）
［レイヤーを追加］ ダイアログを開きます。

[カーブを含むレイヤーのコピー]（Ctrl+Shift
+C）
現在選択されたレイヤーがコピーされます。形
状を含みます。

⾒当マークレイヤーの追加］...
［⾒当マークレイヤーの追加］ ダイアログを
開きます。

レイヤーの除去...(Shift+Del)
現在選択されたレイヤーが削除されます。

レイヤーの編集...
［レイヤーの編集］… ダイアログを開きま
す。

[空のレイヤーを削除...]（Ctrl+U）
形状を含まないレイヤーを削除します。

カーブなしでレイヤーをコピー(C) （Ctrl+C）
現在選択されたレイヤーがコピーされます。形
状を含みません。

⾮表⽰のレイヤーを削除...
⾮表⽰のレイヤーが削除されます。

5.2.7.  曲線

［Menu Bar］->［曲線］

全ての［曲線］の機能が、レイヤータブ-> ［選択された曲線］ の下で利⽤可能です。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

移動...（Ctrl+M）
選択した曲線の移動

カーブの結合
選択した曲線の結合

ジョグ曲線
選択されたジョグ曲線

曲線⽅向の反転（Ctrl+Shift+I）
選択した曲線の内側の曲線の⽅向を反転する

尺度...（Ctrl+T）
選択した曲線のスケール

リードイン/リードアウト
[リードイン/リードアウト]を[選択した曲線]に
追加する

ミラー反転...（Ctrl+Shift+M）
選択した曲線のミラー

ツールオフセット...
[ツールオフセット]を[選択した曲線]に適⽤す
る
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回転...（Ctrl+Shift+R）
選択した曲線の回転

形状の最適化
選択した曲線の最適化
詳細については、 形状の最適化 掲載ページ
199 を参照してください。

ポイントの編集
点の編集モード に切り替える

カーブの除去...
選択した曲線の削除

5.2.8.  機器

［Menu Bar］->［機器］

接続されたカッティングテーブルに関する機能。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

接続
カッティングテーブルに接続

カメラを表⽰ ...
［カメラビュー］ダイアログを表⽰します。

スピンドルウォームアップ
カッティングテーブルで、［軸の準備］シーケ
ンスが実⾏されます。

素材測定
［カッティングテーブル］で、［素材の厚さを
測定］シーケンスを実⾏します。

真空クリーナーを開始
真空クリーナーオン/オフコントロール。

真空ポンプゾーン...
開いているジョブに適した真空ポンプゾーン
を選択します。

ツールの指定
カッティングテーブルで、［ツールID］シーク
エンスを実⾏します。

注 :

Xシリーズ、XLおよびXNテーブルのみが対象
です。

直接コマンド
カッティングテーブルの即時実⾏に関する機能
を選択します

テーブルトップ基準の設定
カッティングテーブルで、［テーブルトップ基
準］シーケンスが実⾏されます。

スタッカーアシスタンス
このメニューアイテムは、 スタッカーがある
場合に表⽰されます。

ツール⾼さの調整...
カッティングテーブルで、［ツール⾼さの調
整］ウィザードを実⾏します。

テーブルの準備
このメニューアイテムは、ロボットセルがあ
る場合に表⽰されます。
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注：⽇常的な使⽤で、これらの機能のいくつかは［マシンパネル］からも簡単に利⽤することが
可能です。

5.2.9.  アドバンスト

［Menu Bar］->［アドバンスト］

使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

プリセットを管理
プロダクションプリセットおよびツーリング
プリセットとして保存する機能

バックアップ設定...
システムバックアップ を起動します。

リソース
リソースの維持を⾏う機能です。詳しくは リ
ソースマネージャーで素材とプリセットを準備
掲載ページ 111 を参照してください。

設定を復元...
［システム復元］ を起動します。

ツールの設定...
レイヤーで使⽤されるツールの設定 を⾏う機
能です。

ログオプション...(Ctrl+Alt+Shift+L)
ログオプションを設定します。
詳細は、ログオプション を参照してくださ
い。

5.2.10.  ヘルプ

［Menu Bar］->［ヘルプ］

使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。

ユーザーマニュアル(U)...F1 オンラインサポート...

すべての⽂書... オンラインリソース...

サンプルファイル... License Manager...

eラーニング... i-cut Production Consoleについて(A)...
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5.3.  マイジョブ

1 - マイジョブリスト
マイジョブには、［アクティブジョブ］と［履歴］という2つのタブがあり、マイジョブリスト内
で現在使われていないジョブを選別することができます。

2 - マイジョブアクション
3 - ジョブ情報
マイジョブリストの中のジョブを選択すると、そのジョブに対応するジョブ情報が表⽰されます。
4 - プロダクション
選択されたファイルについて推定実⾏時間が表⽰されます。ジョブ推定状態 を参照してくださ
い。

5.3.1.  ファイルをマイジョブリストに取り込む

［Menu Bar］->［ファイル］->［ファイルを開く］

［マイジョブアクション］->［追加...］

［マイジョブアクション］->［アクション］->［追加...］
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5.3.1.1 素材
選択済みの⼊⼒ファイルを取り込む際、使⽤する素材 を選択します。
ファイルからのデフォルト選択を使えば、⼊⼒ファイルから素材情報が（もしあれば）取得され
ます。

素材を選択すれば、その素材に適したプロダクションプリセットと最適化プリセットに加えて、
⼀組のツールプリセット（これらのプリセットで素材をマッピングします）にもアクセスするこ
とが可能となります。
この素材が最重要というコンセプトについてのさらなる情報は、 素材が最重要 掲載ページ 109
をご覧ください。

5.3.1.2 マッピング
選択済みの⼊⼒ファイルを取り込む際、使⽤するマッピング を選びます。
異なるマッピングを選択すると、⼊⼒ファイルからiPCジョブへどのように情報を移動するかにつ
いて、異なるルールを指定することになります。

5.3.2.  マイジョブリスト

• 各ファイルはそれぞれのファイル名とサイズで識別されます。
• コラムヘッダーをクリックすると、ファイルリストをコラムコンテンツでアルファベット順に

分類します。再度クリックすると、逆の順序で分類します。
• コラムヘッダーバーをポイントし、右クリックしてダイアログを開きます。表⽰するコラムを

選択します。
• 以下のコラムを利⽤できます。
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• キューエントリ番号
• 名前とサイズ
• ジョブID
• 配置済み
• ファイルの種類
• 素材
• 厚み
• フルート
• 顧客
• 部数
• 優先度
• 状態
• 推定時間
• 残り時間:
• 期限
• 追加
• 修正⽇
• 完了⽇

表⽰される情報（メタデータ）は⼊⼒ファイルからフェッチされます。
この情報が使⽤可能かどうかは、CADシステム / ジョブ準備ソフトウェアがそのようなデータをサ
ポートしているかどうかに依存しています。
ジョブがiPC .cut形式で保存された場合、メタデータは.cut形式の⼀部として保存されます。

5.3.3.  ジョブ推定状態

マイジョブに取り込まれたファイルの実⾏時間は、⾃動的に推定されます。
推定状態は次のように表⽰されます。

                                                                                                                                                                                                               30 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



推定は終了し、ジョブはプロダクションの準
備ができています。

推定中であることを⽰しています。

推定不可を⽰しています。疑問符の上にカーソ
ルをかざすと追加情報が現れます。

推定は終了したが、正しいツールが取り付け
られていないためジョブが準備できないこと
を⽰しています。

この推定にジョブの準備と完了に要する時間も含めるか否かを選ぶことができます。
詳細については、 推定 掲載ページ 281 を参照してください。

5.3.4.  ファイルを選択

マイジョブリストのジョブを選択します。
シングルクリック
ファイルが選択され、次で使⽤できます。

• マイジョブアクション 機能（2）
• ジョブ情報 （3）
ダブルクリック
ファイルが新規ジョブタブで開きます。
［マイジョブアクション］の［開く］ボタンを使えば同じ機能を使⽤できます。

ジョブを検索して選択します。

iPCに追加されたファイルはすべてマイジョブのリストに表⽰されます。リストが⻑く、対象ファ
イルが⾒つけにくい場合は、検索機能を使⽤してください。
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5.3.5.  ジョブ情報

各ファイルはそれぞれのファイル名で識別さ
れます。

さらに、以下の情報が得られます。
• 顧客
• 期限
• 修正 - 調整⽇付
• ⼨法 - ジョブサイズ
• フルート⽅向

この情報（メタデータ）は［⼊⼒ファイ
ル］から取得されます。
この情報が使⽤可能かどうかは、CADシステム
/ ジョブ準備ソフトウェアがそのようなデータ
をサポートしているかどうかに依存していま
す。
ジョブがiPC .cut形式で保存された場合、メタ
データは.cut形式の⼀部として保存されます。

このダイアログを使って、選択されたジョブを正しく設定します。
これらの設定は、このジョブを開いた時点で適⽤されます。

発注部数
指定された印刷枚数です。
設定...
印刷枚数を指定します。 発注部数 掲載ページ 33 を参照してください。
素材
［左マウスボタン］を押して、［素材］ドロップダウンリストを開きます。
ドロップダウンリストから以下のいずれかを選択します。
ファイルから - 素材情報が⼊⼒ファイルから取得されます。
なし - 素材が指定されていません。
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素材リスト - これまでに使⽤した素材
素材を選択 - 素材リストから選びます。
新規素材 - 素材を素材リストに追加します。
新しい素材の定義については、 マイ素材 掲載ページ 125 を参照してください。
iPCで素材が未定義の場合は、［+］アイコン（⽮印で表⽰）が表⽰されます。押すと、新規素
材ダイアログボックスが表⽰されます。
カッティングプロファイル
［左マウスボタン］を押して、［カッティングプロファイル］ドロップダウンリストを開きます。
この素材に割り当てられたカッティングプロファイルが表⽰されます。
ドロップダウンリストから適正なカッティングプロファイルを選択します。
カッティングプロファイルを選択すると、事前に定義された⼀組のツールプリセットと最適化プリ
セットおよびプロダクションプリセットの組み合わせが得られます。
もし、ここでこれらのプリセットのいずれかを以下の選択肢を使って変更する場合、変更す
るカッティングプロファイルは、名前がカスタムに変わります。
そして、この素材⽤の設定をカスタマイズできる状態となります。
ツーリングプリセット
［左マウスボタン］を押して、［ツールプリセット］ドロップダウンリストを開きます。
ドロップダウンリストから適切なツールプリセットを選択します。
レイヤータイプとそれに対応するツールが表⽰されます
最適化プリセット
［左マウスボタン］を押して、［最適化プリセット］ドロップダウンリストを開きます。
ドロップダウンリストから適切な最適化プリセットを選択します。
プロダクションプリセット
［左マウスボタン］を押して、［プロダクションプリセット］ドロップダウンリストを開きます。
ドロップダウンリストから適切なプロダクションプリセットを選択します。
マッピングプリセット
［左マウスボタン］を押して、［マッピングプリセット］ドロップダウンリストを開きます。
ドロップダウンリストから適切な［マッピングプリセット］を選択します。

5.3.5.1 発注部数

マイジョブ > ジョブ情報 > 発注部数
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• 発注部数 - 達成すべき印刷枚数を指定しま
す。

• 不良部数 - 不合格品となった印刷枚数を指
定します。

この情報はオペレータにとって重要なだけで
はなく、正しい報告を確実に⽣産計画に反映
するためにも重要です。

要約:
⽣成枚数 - ⽣成された印刷枚数
合格枚数 - ⽣成枚数のうち合格となった印刷枚
数
不合格枚数 - ⽣成枚数のうち不合格となった印
刷枚数
残枚数 - 残りの印刷枚数

5.3.6.  マイジョブアクション

以下のエントリが利⽤可能です。

ジョブを［マイジョブリスト］に取り込む。

選択されたジョブを［マイジョブリスト］から削除する。

選択されたジョブを［マイジョブリスト］で開く。
ファイルが新規ジョブタブで開きます。
同じ機能が［マイジョブリスト］の［ジョブ(J)」をダブルクリックするこ
とで使⽤できます。
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この機能はジョブレイアウト に記載されています。

以下のアクションが利⽤可能です。
追加...
ジョブを［マイジョブリスト］に取り込む。

バーコードで追加...

開く
選択されたジョブを［マイジョブリスト］で開く。

削除（Del）
選択されたジョブを［マイジョブリスト］から削除する。

参照されていないジョブを削除
［マイジョブリスト］内にあり、対応するファイルが⾒つからないジョブ
は［マイジョブリスト］から削除されます。

5.4.  開いているジョブ

ジョブは異なるタブによって識別され、［ジョブタブ］に実際のファイル名が表⽰されます(1)。
複数のジョブを同時に開くことができ、それぞれ個別のタブで識別されます。
ジョブにはおもに、レイヤーとプロダクションの2つの情報が含まれています（2）。
選択した開いているジョブのプレビューを［Layers View / Production View］ウィンドウ（4）に
表⽰します。
使⽤可能なツールバー機能（5）を使⽤して開いているジョブを編集できます。
カッティングテーブルでジョブを実⾏している間に、他の開いているジョブを編集することができ
ます。この⽅法で、次のジョブの実⾏準備をすることができます。
実⾏中はジョブはロックされ編集はできません。
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5.4.1.  ジョブを開く

マイジョブリストからジョブを作成します。

［マイジョブリスト］のファイルをダブルクリックします。

［マイジョブアクション］->［開く］。
［マイジョブリスト］で現在選択されているファイルに基づき、ジョブが開
きます。

［マイジョブアクション］->［アクション...］->［開く］。
［マイジョブリスト］で現在選択されているファイルに基づき、ジョブが開
きます。

空のジョブは以下から作成できます。

［Menu Bar］->［ファイル］->［新規ジョブ］（Ctrl+N）。
新しい、空のジョブが作成されます。

5.4.2.  ジョブを選択

ジョブはジョブタブを使⽤して選択されます。
選択されたジョブタブがハイライトされます。

5.4.3.  ジョブを閉じる

以下から開いているジョブを閉じることができます。

［Menu Bar］->［ファイル］->［ジョブを閉じる］（Ctrl+W）。
開いているジョブが閉じます。

［ジョブタブ］->［閉じる］。

閉じるジョブが修正されている場合、［名前を付けて保存］ダイアログが表⽰されます。
ジョブは、⼊⼒ファイルの形式にかかわらず、.cut形式で保存されます。
マイジョブリストで、新しい.cutファイルが既存のバージョンを置き換えます。
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5.4.4.  実⾏準備完了

ジョブの実⾏準備をするには、レイヤー設定 (1) とプロダクションのセットアップ (2)を完了しま
す。

Properties Bar (3)では、以下のようにジョブの準備ステータスを⽰すインジケータが表⽰されま
す。

レイヤー設定とプロダクションのセットアップが適切に設
定されます。
ジョブの実⾏準備が完了しています。

このジョブは適切に実⾏準備がされていません。
詳細についてはテキストをクリックします。

このジョブは準備完了ですが、警告を確認してください。
詳細についてはテキストをクリックします。
次の状態、潜在的なエラー条件について、ジョブが確認さ
れます。
• ⼤きい曲線、⼀般的に⻑⽅形は、カメラ/トンボレイ

ヤーに含まれます。
• トンボレイヤーは、レイヤーリストの最初のレイヤーで

はありません。
• ジョブは2つのトンボレイヤーがあります。
• レイヤーの切断は罫線レイヤーの前にあります。
• リバース処理ができないレイヤーは、リバース処理レイ

ヤーの前に配置されます。
• フルート/紙⽬⽅向は未定義です。

5.5.  開いているジョブ、素材の選択
新規ジョブが作成されても、素材は指定されていません。次のように素材の選択を⾏います。
• ［ファイルを開く］ダイアログを開きます。
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• ［マイジョブ］->［ジョブ情報］ウインドウを開きます。

左マウスボタンを押してドロップダウンメニューを開き、その中から素材を選択します。
ファイルから
素材情報が⼊⼒ファイルから取得されます。
なし
素材は不明。
以前に選択済みの素材のリスト。
素材を選択
［素材を選択］ダイアログを呼び出します。
新規素材
［新規素材］ダイアログを呼び出します。

5.6.  開いているジョブ、ツーリングプリセットの選択、保存、お
よび更新
新規ジョブが作成されても、ツールプリセットは選択されていません。次のようにツールプリ
セットを特定します。
• ［マイジョブ］->［ジョブ情報］ウィンドウを開きます。
• 素材を選択すると、リソースマネージャーで指定されたデフォルトのツールプリセットが選ば

れます。

左マウスボタンを押してドロップダウンメニューを開き、その中からツールプリセットを選択しま
す。
• もし、選択された素材がなしならば、以前に選択したツールプリセットのリストが得られま

す。
• 既に素材が選択されていれば、その素材に適⽤できるツールプリセットのリストが表⽰されま

す。
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ツールプリセットを選択
ツーリングプリセットウィザードを選択 掲載ページ 39 を呼び出します。
現在のツールプリセットを更新
現在選択中のツーリングプリセットは、現在のレイヤー設定を使って更新されます。
ツールプリセットとして保存
ツールプリセットとして保存ウィザードを起動します。
現在のレイヤーの設定を新規のツールプリセットとして保存することができます。
ツールプリセット情報
現在選択しているツーリングプリセットで参照できる情報は、「ツーリングプリセット情報を表
⽰...」を選択するとダイアログで表⽰されます。

5.6.1.  ツーリングプリセットウィザードを選択

始める前に:
ウィザードを呼び出して、ジョブ（J)にある各レイヤーに該当ツール情報を追加することができま
す。

1. 素材ファミリーを選択する

素材ファミリーのリストから使⽤するものを
⼀つ選択します。

厚み
素材の厚さを指定します。

2. ツールプリセットを選択する
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ツールプリセットを選択します。情報ボタンから、プリセットにある各レイヤーに関する詳
細を表⽰できます。

3. レイヤーとツールを接続する
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このダイアログを使って、各レイヤーを適切
なツールに接続します。

オリジナルレイヤー⾊を維持
左のペインにあるレイヤーを識別するために
使った⾊は、右のペインでも使⽤されます。

5.6.2.  ツーリングプリセットの保存

 ステップ 1 - ジョブを作成する

 ステップ 2 - レイヤー設定を準備する

このツーリングプリセットに相応しいものとなるよう、レイヤー設定を準備します。

 ステップ 3 - ツールプリセットとして保存を実⾏する

［レイヤータブ］->［ツールプリセット］から、［ツールプリセットとして保存...］を選択しま
す。
ツールプリセットとして保存...のウィザードに⼊ります。

 ツールプリセットとして保存のウィザードにおいて、ステップ 1 - レイヤータイ
プを設定する
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下向き⽮印をクリックして、［レイヤータイ
プ］のリストを開きます。
各レイヤーについてレイヤータイプを選択し
ます。

［次へ］をクリックします

 ツールプリセットとして保存のウィザードにおいて、ステップ 2 - アプリケー
ションタイプを選択する

削除
選択済みの素材をリストから削除します。
追加
［アプリケーションレンジを追加する］ダイ
アログを起動します。

このツールプリセットを適⽤できる素材を選
択します。
以下から選択してください。
• 素材ファミリー / 厚さの範囲
• マイ素材

 ツールプリセットとして保存のウィザードにおいて、ステップ 3 - 名前を選択す
る
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新しいツールプリセットの名前を⼊⼒します。

［完了］をクリックします

5.6.3.  ツールプリセットの更新

 ステップ 1 - ツールプリセットを選択する

レイヤータブ->［ツールプリセット］->［ツールプリセットを選択...］を起動します。

ツールプリセットを選択し、保持します。

 ステップ 2 - レイヤー設定を更新する

 ステップ 3 - レイヤー設定を保存する

レイヤータブ->［ツールプリセット］->［現在のツールプリセットを更新...］を起動します。
更新対象とするツールプリセットが思い通りに更新されたことを確認します。
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5.7.  開いているジョブ、レイヤー設定

iPCはすべての形状とレジストレーションデータを レイヤーに整理し、各レイヤーに⼀意のオプ
ションセットを割り当てます。
ファイルを取り込む際、iPCは内容をレイヤーに分割します。
このレイヤーの分割は、ファイルをインポートする際に使⽤するマッピングプリセット によって
定義されます。
レイヤーではツール、ツールパラメータ、およびレジストレーションタイプを定義します。
ジョブを実⾏する際、iPCはレイヤーの順序および設定に基づいてジョブを作成します。
ジョブを開くのすべてのレイヤーは［レイヤー設定］にあります。
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5.7.1.  レイヤータブ

1 - 素材選択、参照  開いているジョブ、素材の
選択 掲載ページ 37

8 - 展開/折りたたみ

2 - ツールプリセット選択、参照  開いている
ジョブ、ツーリングプリセットの選択、保
存、および更新 掲載ページ 38

9 - アウトラインを表⽰/⾮表⽰

3 -  レイヤーアクション  掲載ページ 63 10 - レイヤー表⽰⾊

4 - 選択したレイヤー 11 - リバース処理

5 - ツールアイコン 12 - レイヤーの順序

6 - レイヤーの編集ボタン 13 -  レイヤータイプ 掲載ページ 60

7 - レイヤー名
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5.7.1.1 展開/折りたたみ

1 - 選択したレイヤーがハイライトされ展開し
ます
ツールパラメータのサブセットがレイヤーに
現れます。
パラメータの数は実際に選択されたツールに
よって変わります。
詳細については、以下を参照してください。
2 - 選択されていないレイヤーが折りたたまれ
ます
ツールパラメータのサブセットがレイヤーに
現れます。
3 - レイヤーが折りたたまれます
レイヤーが折りたたまれ、レイヤー名とレイ
ヤータイプだけが表⽰されます

5.7.1.2 レイヤーウィンドウ

レイヤー表⽰⾊
レイヤー形状が表⽰される際のレイヤービューで使⽤される⾊で
す。
クリックして［⾊選択］ダイアログを開きます。

リバース処理
状況1：選択したツールで反対⾯の処理が⾏えます。オフにしまし
た。
状況2：選択したツールで反対⾯の処理が⾏えます。オンにしまし
た。

アウトラインを表⽰/⾮表⽰
レイヤーが表⽰されている場合、そのレイヤーが含まれているこ
とを⽰します。レイヤーを含む を参照してください。

単⼀レイヤービュー
Alt +このアイコンを押すと、レイヤービューにこのレイヤーだけ
が表⽰されます。
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レイヤーの拡張。

レイヤーの折りたたみ。

レイヤータイプ
現在のレイヤータイプが表⽰されています。（この例では Kiss
Cut となります）ドロップダウンリストから、別のレイヤータイ
プを選択することも可能です。レイヤーの編集 を参照してくださ
い。

レイヤーの編集ボタン
［レイヤーの編集］ ダイアログを呼び出します。すべてのレイ
ヤーパラメータは編集可能です。

ツールアイコンは現在このレイヤーに割り当てられているツール
を表⽰します。
ツールはカッティングテーブルにマウントされています。

ツールアイコンは現在このレイヤーに割り当てられているツール
を表⽰します。
ツールは現在マウントされていません。

選択ツール
ドロップダウンリストからこのレイヤーに使⽤する［ツール］を
選びます。

ツールの深さを指定します。
値を⼤きくし、素材により深く⼊ります。

ツールフルートに沿った深さを指定します。

ツールフルート全体の深さを指定します。

速度X/Y このレイヤーの実⾏速度を指定します。

5.7.2.  レイヤーを選択

囲まれたフレームの内側でマウスクリックによりレイヤーを選択します。
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選択されたレイヤーはフレームがハイライトされ選択されていることを⽰します。

5.7.3.  レイヤーを含む

1 - すべてのレイヤーを含む、または含まない
2 - このレイヤーを含む、または含まない
3 - このレイヤーを含む、または含まない

ボタンをクリックしてステータスを変更します。
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レイヤーを有効にする
レイヤーは開いているジョブに含まれます。
このレイヤーに属する形状はレイヤービューで確認することができます。
このレイヤーに属する形状は出⼒に含まれます。

レイヤーは含まれません。
このレイヤーに属する形状はレイヤービューで⾒ることができません。
このレイヤーに属する形状は出⼒に含まれません。

Alt + Alt + レイヤーを有効にするを押します
このレイヤーが含まれ、他のすべてのレイヤーは除外されます。
1秒間押して、レイヤーをもう⼀度含めます。

5.7.4.  レイヤーシーケンス

カッティングテーブルの実⾏シーケンスはレイヤーの順序によって決定され、リストの⼀番上から
始まります。

レイヤーを上下に移動することで、この実⾏シーケンスをアレンジすることができます。
1. 実際のレイヤーを選択します。
2. 左マウスボタンをクリックしたまま、レイヤーを上または下に動かします。
3. ⽬的の位置で、左マウスボタンを放します。

5.7.5.  選択したレイヤーの編集

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［レイヤーの編集］

［メニューバー］->［レイヤー］->［レイヤーの編集...］
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レイヤーの編集ダイアログの内容は選択したツールおよびツールの設定オプションによってかわ
ります。オプションのリストおよび設定⽅法は、 ツールの設定 掲載ページ 153 を参照してくだ
さい。
ミリングツールのパラメータについては、 ミリング機能 掲載ページ 53 を参照してください。
マルチパスミリングのパラメータについては、 ［開いているジョブ］->［マルチパスの深さ］ 掲
載ページ 253 を参照してください。
Vノッチツールのパラメータについては、 Vノッチナイフツール、動作モード 掲載ページ 57 を
参照してください。
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レイヤー レイヤー名
レイヤーの名前を⼊⼒します。
オリジナルの名前は⼊⼒ファイルとマッピングをインポートから⽣成
されます。
レイヤータイプ
レイヤータイプ 掲載ページ 60 を選択します。
レイヤーカラー

レイヤービューでレイヤーを表⽰する際に使⽤する⾊を選択します。
［レイヤーカラー］を押して［カラー］ダイアログを開きます。

ツール ツール
ドロップダウンリストからこのレイヤーを処理する際に使⽤するツー
ルを選択します。
注：⽔平線の上に表⽰されているツールは現在この機械で使⽤可能な
ツールです。
ツールチップ
リストからは、ミリングビット、ナイフブレードまたは罫線ホイー
ルが選択できます。これはジョブ（J)の実⾏に必須ではありませんが、
主にツールプリセット使⽤時にユーザーへの情報表⽰に使われます。

⾒当タイプ ⾒当タイプ
ドロップダウンリストから⾒当タイプを選択します。
詳細については、レジストレーション を参照してください。

速度 速度X/Y
このレイヤーの実⾏速度を指定します。

加速度 加速度
使⽤可能な最⼤加速度の%値として使⽤される加速度を指定します。
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奥⾏き(D) 深さフルート依存
有効な場合、全体の深さおよびフルートに沿った深さを個別に指定で
きます。
素材の上から参照された深さ
有効な場合、深さは素材の上から参照された距離を指します。
奥⾏き(D)

ツールの深さを指定します。
値を⼤きくし、素材により深く⼊ります。

深さ⽅向フルートの⽬⽅向のツール深さを指定します。値は以下のよう
に設定できます。

• mm
• In
• %

奥⾏き制限

深さ⽅向フルートの逆⽬⽅向のツール深さを指定します。値は以下のよ
うに設定できます。

• mm
• In
• %

奥⾏き制限
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ツール アップ⾓度 ツール アップ⾓度
デフォルトを使⽤を選択、または値を指定します。
このツールが指定した値以上の⾓度を検出すると、停⽌、リフト、回転
してから続⾏します。

リバース処理 リバース処理

このレイヤーがシートの反対側で実⾏される場合に指定します。
リバース処理を含むジョブ

5.7.5.1 ミリング機能

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［レイヤーの編集］

［メニューバー］->［レイヤー］->［レイヤーの編集...］

⼀般
すべての設定は［レイヤーの編集］ダイアログで管理されます。
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レイヤータイプ
レイヤータイプのカットはミリングに使⽤さ
れます。

ツール
使⽤可能なMilling Toolを選択します。

ツール選択で停⽌
実際のレイヤーの実⾏が開始される前
に、［ツール選択で停⽌］により機械が停⽌
されます。
［ツール選択で停⽌］フィールドで⼊⼒され
たテキストが現れます。
この機能は、異なるミリングビットを必要と
する複数のミリング処理を⾏うジョブで使⽤
します。
テキストフィールドを使い、⼊⼒される新し
いミリングビットを説明します。

軸RPM(S)
RPMを指定します。

ツールオフセット
ミリングビットが閉じた曲線の内側または外側、もしくは線の中央に位置する場合に指定します。
閉じたカーブには、ウォッシュアウト機能を使⽤できます。

⽅向
閉じたカーブのミリング⽅向を指定します。
この設定は完成品の品質に⼤きな影響を与えます。
注：この機能はオリジナルの曲線⽅向を上書きします。

ツール直径
ミリングビット直径を指定します。
すべての閉じたカーブは、内側または外側に半分の値の分だけオフセットされます。これはツール
オフセットの設定に依存します。

⼩さいカーブを捨て去る
この機能を使い、しきい値で設定された値よりも⼩さい閉じたカーブをすべてウォッシュアウ
トできます。

マルチパスの深さ
それぞれのパスでミリングされる最⼤深さを指定します。
推奨：この値はミリングビット直径の1〜1.5倍の値に制限することが推奨されます。

                                                                                                                                                                                                               54 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



測定および素材の厚さ
ジョブの開始時に⾏われた素材の厚さの測定から素材の厚さを使⽤するかどうかを指定します。
設定しない場合は厚さを指定します。
素材の厚さはそれぞれのパスの深さを計算する際に使⽤されます。

ウェブの厚さ
複数のパスを使⽤したジョブの場合、ウェブの厚さを指定することで、すべてのパスの深さがオ
フセットされ、追加最終パスには少量の素材のみが残されます。
すべての断裁デバイスの真空押さえ込み⼒には限界があり、⼩さいパーツはミリングされる際に
切断⾯上を動く可能性があります。
パーツが動いている際にミリングビットが接触すると、結果としてパーツのエッジが意図した通
りにカットされません。
ウェブの厚さを使⽤することで、この影響が削減または⼤幅に低減されます。
最終パスでミリングビットがカットする素材が少ないほど、ミリングビットによってパーツにかか
る荷重が少なくなるため、パーツが動く可能性が低くなります。

最終パスオフセット:
最終パスで使⽤されるオフセットを指定します。

マルチパスミリング

1. パス 2. パス 3. パス - ミリングを⾏いパ
スを清掃する（ウェブの厚
さ）。

マルチパスミリングは、素材の厚さがミリングビット直径の1〜1.5倍より⼤きい素材を削る場合
に必要です。

視覚化
マルチパスは、ダイアログに視覚化されます。
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最終パスミリング

最終パスはマルチパスプロダクションにおけ
る最終パスです。
このパスは他のパスから僅かにオフセット、
または縮⼩されています。
結果としてパーツのエッジ全体を削った最終
パスとなり、マルチパスプロダクションの証拠
を残さない、スムーズなエッジとなります。
iPCは最終パスを補うために⾃動的にツールオ
フセットを増やし、意図されたサイズの曲線
を作り出します。

ウォッシュアウト

次のレイヤータイプを使⽤する：ウォッシュ
アウト

ウォッシュアウトは閉じたカーブの全体をミ
リングする機能です。
この機能を使い、レイヤーの閉じたカーブを
ウォッシュアウトします。
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ドリル⽳

次のレイヤータイプを使⽤する：ドリル

レイヤーが⽳をドリルするように指定した場
合、⽳は閉じたカーブ（円形）の中央にドリ
ルされます。
左の図は標準的な⼀例です。
形状（円）が⽳に変換され、ドリルされます。

5.7.5.2 Vノッチナイフツール、動作モード

[開いているジョブ] > [レイヤータブ] > [レイヤーの編集]

［メニューバー］->［レイヤー］->［レイヤーの編集...］

注 :
Vノッチナイフアダプタは、以下の
さまざまなナイフ⾓度で利⽤できま
す。15o、22.5o、30o、45o、47.5oVa
riAngleユニットも、0〜60 o までの⾓
度をカットするのに利⽤できます。
本章では、45oのナイフ⾓度について
説明します。
プログラミングと動作は他の⾓度でも
同様です。

 Vノッチ固有のパラメータ

 回転補正
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回転補正を使⽤して、素材および使⽤ケースをチャレンジする際、Vノッチ / ベベルカット 品質を
最適化できます。この機能により、ナイフブレードがプリロードされ、システムの機械的柔軟性が
克服されます。

 ノッチ⾓度

ノッチ⾓度は、VariAngleユニットのみに使⽤します。素材に⼊るブレードの⾓度を決定しま
す。0o は、垂直のカットです。Vノッチナイフの場合、⾓度は、取り付けたVノッチナイフのタイ
プによって決定されます。

Vノッチカット
⾓度がついた単⼀カットを⾏います

Vノッチ罫線
これは、Vノッチカットも余剰カットも有効で
はない場合のデフォルトのモードです。
2つのカットを反対⽅向に実⾏して、折り曲げ
ノッチを作成します。
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幅オフセット
幅オフセットを使⽤して、罫線が選択されてい
る場合、フルートの⽬⽅向およびフルートの
逆⽬⽅向で2つのカットラインの間の幅を調整
します。

余剰部分カット
余剰カットにより、3番⽬のカット線が追加さ
れ余剰の削除が容易になります。

注 : この機能はYに沿ってのみ動作しま
す。フルート⽅向はYに沿っている必要
があります。数字は操作の順序を⽰し
ます。

 ジオメトリ

ナイフ⾓度を45oにして、素材をカットする
と、カット幅はW = 2 x hになります。

 折り

素材を折り畳む場合は、次のルールが適⽤されます。
• 下ライナーのすぐ上に切断深さを調整します。
• カット幅（W）を調整パラメータ幅オフセットで調整します。名⽬上、カット幅は幅オフセッ

ト = - 2 × 下ライナーの厚さ分増加させなければなりません。
• 幅オフセット制限：-50 mm < 幅オフセット < +10 mm / -2 in < 幅オフセット < +0.4 in。
• 余剰 カット機能が必要かどうか決定します。⼤抵の場合、波型プラスチックには必要になりま

す。
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この図は、正しく折り畳めるようにパラメータdWの使⽤⽅法を⽰しています。

 余剰カット  機能、調整

この図は、
余剰カット機能の⼀般的な使⽤⽅法を⽰して
います。
中央の壁は、素材を折り畳めない（2）または
（3）でカットされません。
余剰カット機能（1）では中央の壁をカット
し、素材を適切に折り曲げることができます。

負と正の調整⽅向とカット⽅向

5.7.6.  レイヤータイプ

レイヤータイプはツツーリングプリセットといくつかの詳細ジョブメニュー機能によって使⽤さ
れます。
レイヤータイプはレイヤーのプロパティであり、主にそのレイヤーでどのオペレーション（カッ
トや罫線など）を⾏うかを定義します。
レイヤー名、⾊、または線種などの⼊⼒ファイルの特定のプロパティに基づいて、マッピングを取
り込み中にレイヤータイプがレイヤーに割り当てられます。
もしくは、［レイヤーの編集］ダイアログまたはレイヤータブからレイヤータイプを選択するこ
ともできます。

5.7.6.1 レイヤータイプ
レイヤータイプは、レイヤー > レイヤーの編集または階層的に構成されたメニューのレイヤータ
ブから選択されます。
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以下のテーブルですべての選択を表⽰しています。
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 変換については、次のページを参照してください。
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 変換
(1) ベベルカット (9) 逆罫 (17) 研磨

(2) 点字 (10) リバースカット (18) 半カット

(3) 罫線 (11) 逆⽬⽅向の罫線 (19) ミシン⽬カット

(4) カット (12) 逆罫 (20) ミシン⽬ホイール

(5) ドリル (13) 逆⽬⽅向の逆罫 (21) プロット

(6) 空き領域 (14) 2番⽬の⾼さの罫線 (22) トンボ

(7) Kiss Cut (15) ウォッシュアウト

(8) Vノッチ / より多くのVノッ
チ

(16) 彫刻

5.7.7.  レイヤーアクション

レイヤーの編集

レイヤーを追加

⾒当マークレイヤーの追加

カーブとレイヤーをコピー
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カーブなしでレイヤーをコピー

アクティブなレイヤーの削除

5.7.7.1 新しいレイヤーの追加

［Menu Bar］->［レイヤー］->［レイヤーを追加...］

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［レイヤーを追加］

注：レジストレーションマークレイヤーの作成にこのエントリを使⽤しないでください。

レイヤー名
レイヤーの名前を⼊⼒します。

レイヤータイプ
レイヤータイプ を選択します。
ツール
ドロップダウンリストからこのレイヤーを処理する際に使⽤するツールを選択します。
注：⽔平線の上に表⽰されているツールは現在この機械で使⽤可能なツールです。

レイヤーカラー
レイヤービューでレイヤーを表⽰する際に使⽤する⾊を選択します。
［レイヤーカラー］を押して［カラー］ダイアログを開きます。

［レイヤーを追加］ダイアログはどのツールが選択されたかによって変更します。
レイヤーのその他のパラメータについては、レイヤーの編集 を参照してください。
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5.7.7.2 ⾒当マークレイヤーの追加

［Menu Bar］->［レイヤー］->［⾒当マークレイヤーの追加...］

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［⾒当マークレイヤーの追加］

通常、トンボの位置は⼊⼒ファイルに含まれています。
何らかの理由でレジストレーショントンボマーク情報が含まれていない⼊⼒ファイルがある場
合、トンボレイヤーを使⽤して、ジョブのコーナーに対するトンボのサイズと位置を指定するこ
とができます。

名前
レイヤーにつける名前を⼊⼒します。
⾒当マークサイズ(R)
レジストレーショントンボマークのサイズを⼊⼒します。
トンボの形状

丸、または⼗字（＋）を選択します。

配置
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レジストレーションマークの座標は囲む⻑⽅形の⾓からの距離と相対しています。

• トンボをクリックして、選択または選択解
除します。

• 最低でも2つのトンボを選択する必要があ
ります

• トンボをバウンディングボックスの内側に
⼊れるには負のオフセット値を⼊⼒しま
す。

5.7.7.3 レイヤーと曲線のコピー
1. コピーするレイヤーを選択します。
2. コピー機能は以下で使⽤可能です。

［メニューバー］->［レイヤー］->［カーブを含むレイヤーのコピー］

［開いているジョブ］->［レイヤータブ］->［カーブを含むレイヤーのコピー］

5.7.7.4 レイヤーのコピー、曲線なし
1. コピーするレイヤーを選択します。
2. コピー機能は以下で使⽤可能です。

［Menu Bar］->［レイヤー］->［カーブなしでレイヤーをコピー］

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［カーブなしでレイヤーをコピー］

5.7.7.5 レイヤーの除去
1. 削除するレイヤーを選択します。
2. 削除機能は以下で使⽤可能です。

［Menu Bar］->［レイヤー］->［レイヤーの除去］

［開いているジョブ］->［レイヤータブ］->［アクティブなレイヤーの削除］
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5.7.7.6 空のレイヤーを削除

［Menu Bar］->［レイヤー］->［空のレイヤーを削除］...

曲線を含まないすべてのレイヤーが削除されます。

5.7.7.7 ⾮表⽰のレイヤーを削除

［メニューバー］->［レイヤー］->［⾮表⽰のレイヤーを削除］...

⾮表⽰のレイヤーはすべて削除されます。

5.8.  開いているジョブ、プロダクションのセットアップ

プロダクションタブから関連する⼀組のプロダクション設定が使⽤可能です。
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5.8.1.  プロダクションタブ

［プロダクションプリセット］をクリックすると、次のような機能が利⽤可能となります。

• 最近使ったプロダクションプリセットがリスト表⽰される。
• プロダクションプリセットを選択する。 プロダクションプリセットを選択する 掲載ページ

69 を参照してください。
• プロダクションプリセットを更新する。 プロダクションプリセットを更新する 掲載ページ

70 を参照してください。
• プロダクションプリセットを名前を付けて保存する。 プロダクションプリセットを保存 掲載

ページ 69 を参照してください。

［プロダクションのセットアップ］機能で利⽤可能となるものは以下の通りです。
• 印刷枚数 掲載ページ 71 。
• 品質 掲載ページ 72 。
• 素材処理 掲載ページ 72 。
• レジストレーション 掲載ページ 73 。
• 配置 掲載ページ 77 。
• ステップアンドリピート 掲載ページ 79 。
• ツールヘッドパーク 掲載ページ 80
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5.8.2.  プロダクションプリセットを選択する

［プロダクションタブ］->［プロダクションプリセット］から、［プロダクションプリセットを選
択...］を選択します。

プロダクションプリセットのリストから選びます。

5.8.3.  プロダクションプリセットを保存

 ステップ 1 - ジョブを作成する

 ステップ 2 - プロダクション設定を準備する

このプロダクションプリセットに相応しいものとなるよう、プロダクション設定を準備します。

 ステップ 3 - プロダクションプリセットとして保存を実⾏する
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プロダクションタブ->［プロダクションプリセット］から、［プロダクションプリセットとして保
存...］を選択します。

プリセットの名前を⼊⼒して、［保存］をクリックします。

5.8.4.  プロダクションプリセットを更新する

 ステップ 1 - プロダクションプリセットを選択する

［プロダクションタブ］->［プロダクションプリセット］から、［プロダクションプリセットを選
択...］を選択し、次に更新したいプロダクションプリセットを選びます。

 ステップ 2 - プロダクション設定を更新する

このプロダクションプリセットに相応しいものとなるよう、プロダクション設定を準備します。
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 ステップ 3 - プロダクションプリセットの更新を実⾏する

［プロダクションタブ］->［プロダクションプリセット］を呼び出し、［プロダクションプリセッ
トを更新...］を選択します。
更新対象とするプロダクションプリセットが思い通りに更新されたことを確認します。

5.8.5.  印刷枚数

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［部数］

部数
作成する印刷枚数を指定します。
発注部数 掲載ページ 33 ダイアログを開くには、［印刷枚数］をクリックします。

テーブル
テーブル1  （X x Y）にジョブレイアウトを⽰します
X - Xに沿った［印刷枚数］。
Y - Yに沿った［印刷枚数］。

5.8.5.1 発注部数

マイジョブ > ジョブ情報 > 発注部数
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• 発注部数 - 達成すべき印刷枚数を指定しま
す。

• 不良部数 - 不合格品となった印刷枚数を指
定します。

この情報はオペレータにとって重要なだけで
はなく、正しい報告を確実に⽣産計画に反映
するためにも重要です。

要約:
⽣成枚数 - ⽣成された印刷枚数
合格枚数 - ⽣成枚数のうち合格となった印刷枚
数
不合格枚数 - ⽣成枚数のうち不合格となった印
刷枚数
残枚数 - 残りの印刷枚数

5.8.6.  品質

精度
⾼い精度を実現するためにパフォーマンスを最適化します。

速度
⾼スピードを実現するためにパフォーマンスを最適化します。結果として精度が落ちることがあり
ます。

5.8.7.  素材処理

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［素材処理］

テーブルプリセットを選択します。

テーブルプリセットの種類によって、使⽤できる機能が異なります。

                                                                                                                                                                                                               72 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



5.8.7.1 テーブルプリセット
テーブルプリセットはシステムの基本的な動作を定義します。
ドロップダウンリストから使⽤可能なテーブルプリセットの1つを選択します。
テーブルプリセットの詳細については、 テーブルプリセット 掲載ページ 137 を参照してくださ
い。

5.8.8.  レジストレーション

5.8.8.1 レジストレーションタイプ

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［レジストレーショ
ン］->［⾒当タイプ］

ドロップダウンリストから使⽤する［⾒当タイプ］を選択します。
• なし
• トンボ 、「トンボマークの使⽤」
• エッジ認識 、エッジ認識の使⽤
• コーナーとトンボ 、リバース処理に基づくカメラ⽤、カメラを使⽤
• 下⾯レジストレーション 、下⾯カメラ使⽤時
• 両⽅のルーラー 、リバース処理に基づくルーラー、テーブルルーラーを使⽤
注：利⽤可能なレジストレーションタイプは、マシン構成とジョブのタイプによって異なります。

詳細については、レジストレーションタイプ を参照してください。

5.8.8.2 登録マークなし
レジストレーションはなく、ジョブは選択されたリファレンスポイント + オフセット（存在する
場合）の位置で実⾏されます。
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5.8.8.3 トンボマークの使⽤
トンボを読み込みます。
-A- 補正タイプ
次の補正タイプから選択します。
• 完全補正
• カーブの登録
• ジョブの移動
• レイヤーの登録
• リニア補正
• 配置

詳細については、補正タイプ を参照してください。
-B- 検索領域

レジストレーションマークを検索する⽅法はいくつかあります。

⼿動
キーボードの⽮印キーと、ライブカメライメージまたはレーザーポインタを使⽤し
て、各レジストレーションマークの中⼼を⼿動で定義します。

中⼼のみ
iPCは各レジストレーションマークを⾃動的に検索します。トンボが⾒つからない場
合、キーボードの⽮印キーを使⽤して⼿動でカメラを配置することを求めるメッセー
ジが表⽰されます。iPCは⽬的のレジストレーションマークがカメライメージの中⼼近
くにある場合のみ認識します。

標準
このオプションは、中⼼のみとほぼ同じです。ただし、レジストレーションマークが
カメライメージの中⼼近くになくてもiPCは認識します。
トンボがカメライメージ内に完全に収まっている限り、iPCはカメラをトンボの中⼼位
置の真上に再配置し、その後その位置を読み取ります。

拡張
レジストレーションマークがカメライメージ内に完全に収まっていない場合、オリジ
ナルイメージ周囲のいくつかのオーバーラップ位置にカメラをさらに移動することに
より、iPCはカメラの視野を拡⼤します。前のシートまたは印刷からのオフセットを受
け付けるため、2つ⽬以降のコピーから最初の2つのレジストレーションマークに対し
てのみ拡張検索が実⾏されます。

-C- 最初のマスクの確認をする

それぞれのジョブの最初のレジストレーションマークを登録する際に、確認を要求されます。
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以下の3つのオプションがあります。
1. なし - 検出された場合、最初のレジストレーションマークはユーザーの確認なしに承認されま

す。
2. 最初のコピー - 最初のコピーの最初のレジストレーションマークはユーザーが確認する必要が

あります。後続のコピーでは、ユーザーによる確認なしで トンボが承認されます。
3. すべてのコピー - 最初のレジストレーションマークは、プロダクションのすべてのコピーにつ

いてユーザーが確認する必要があります。
-D- 検知モード
以下の検知モードのいずれかを選択します。

• すべて - ジョブ（J)内のすべてのコピーを対象として トンボを検知します。
• 最初のテーブルのみ - ジョブ（J)内の最初のコピーを対象にトンボが検知されます。取得され

たジョブ位置は、その後のすべてのコピーに使⽤されます。
-E- 適応レジストレーション
［レジストレーションマーク］の読み込みを最適化するオプションを、何を重視するかにおいて
選択します。
精度
⾼い精度を実現するため、すべての使⽤可能なレジストレーションマークを読み込む。
速度
速いスピードを実現するため、使われるレジストレーションマークの数を最⼩限におさえます。結
果として精度が落ちることがあります。
ジョブの2つ⽬のテーブルから有効になります。
-F- カーブアンカー
完全補正以外の補正の場合、ジョブ（J)のアンカーポイントの定義にカーブアンカーを使⽤する
か、印刷されたグラフィックに関連する個別のカーブを使⽤します。画像内の9つの正⽅形のうち
の1つを選択して、さまざまなアンカーポイントを定義することができます。

-G- 素材回転を無視
テーブルより⻑いジョブの場合、最初のテーブルフレームの測定された回転を考慮しないほうが
最良の結果を得られることがあります。有効にすると、レジストレーションマーク検知に基づく測
定された回転が無視されます。テーブルより⻑いジョブのときに、ロールフィードでテーブルプリ
セットが選択されており、補正が完全補正以外の場合に、このオプションが使⽤できます。

5.8.8.4 エッジ認識の使⽤
エッジ認識を使⽤し、正しい素材配置と回転を⾒つけます。素材のジョブ位置は、ジョブオフセッ
トで定義されています。セクション 配置 掲載ページ 77 のジョブオフセットを参照してくださ
い。
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エッジ認識は、選択したシートコーナーから、指定の距離でXとYに沿ったエッジを検索します。

注：画⾯表⽰は、テーブルビューの⽅向によって変わります。

エッジの距離を確認
使⽤する測定距離を指定します。⾃動が選択された場合、エッジの距離が、選択した⽅向で、選
択した素材サイズの80%に設定されます。素材サイズが定義されていない場合、ジョブサイズの
80%が使⽤されます。

コーナーを確認
どのコーナーから検索するか選択します

チェック⽅向
測定する⽅向を選択します。

コーナーとX
シートコーナー、およびX⽅向のコーナーからエッジの距離を確認した位置が検出さ
れます。

コーナーとY
シートコーナー、およびY⽅向のコーナーからエッジの距離を確認した位置が検出され
ます。

コーナーのみを使⽤
シートコーナーだけが検出されます。

検知モード
以下の検知モードのいずれかを選択します。

• すべてのコピー
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エッジ認識はジョブのすべてのコピーで使⽤されます。

• 最初のテーブルのみ
エッジ認識はジョブの最初のコピーで使⽤されます。
取得されたジョブ位置は、その後のすべてのコピーに使⽤されます。

5.8.8.5 コーナーとトンボ
コーナーとトンボを使⽤したレジストレーションは、トンボがあるリバース処理に使⽤できます。
カメラを使⽤したリバース処理 掲載ページ 251 も参照してください。
レジストレーションオプションは、レジストレーションマークを使⽤、およびエッジ認識を使
⽤のオプションを組み合わせたものです。上記を参照してください。

5.8.8.6 下⾯レジストレーション
アンダーサイドカメラを使うと、このオプションが使えます。

5.8.8.7 テーブルルーラーを使⽤
左右ルーラーを使⽤したレジストレーションは、トンボがないリバース処理に使⽤できます。 左
右ルーラーによるリバース処理 掲載ページ 250 も参照してください。

5.8.9.  配置

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［配置］

リファレンスポイント
使⽤するリファレンスポイント を選択します。
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内部オフセットを削除
開いているジョブの左下コーナーが、現在選択されているリファレンスポイント+素材配置+ジョ
ブオフセットに配置されます。

オフセット
オフセットは、次の2つのセクションに分かれています。素材配置およびジョブオフセット。
素材配置

• 選択された基準点に相対した素材のオフセットを⼊⼒します。

- Xオフセット値 - Yオフセット値

- 現在のレーザーポインタ位置の素材配置。 - 素材オフセットをリセット

定規の配置に置かれた素材。

（注：HW依存）。

• エッジ認識をする場合、配置は検出されたコーナーにより決定されます。
• 素材サイズが選択されていない場合、素材コーナーアイコンが代わりに表⽰されます。

ジョブオフセット
• 素材のコーナーに相対したジョブバウンディングボックスのオフセットを⼊⼒します。
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- Xオフセット値 - Yオフセット値

- 現在のレーザーポインタ位置でのジョブバウ
ンディングボックスの配置。

- ジョブバウンディングボックスのオフセッ
トをリセットします。

• ⼊⼒ファイルにオフセットが含まれていることがあります。開くと、オフセットがXとYのオ
フセットフィールドに表⽰されます。ただし、ジョブ（J)の最適化プリセットで「ジョブオフ
セット.の削除」が選択されている場合は表⽰されません。

合計オフセットは、素材配置とジョブオフセットの合計、または基準点からジョブまでの合計オ
フセットです。

5.8.10.  ステップアンドリピート

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［ステップアンドリ
ピート］

注：ステップアンドリピートの表⽰は、テー
ブルビューの⽅向によって変わります。

注 : ［ギャップ］または［ステップサ
イズ］のどちらかを⼊⼒します。
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Xに沿った印刷枚数。 Yに沿った印刷枚数。

Xに沿った部数間のギャップ。 Yに沿った部数間のギャップ。

Xに沿った部数間のステップサイズ Yに沿った部数間のステップサイズ。

コピーの更新
［部数］フィールド（上でハイライト）は、
［コピーの更新］ボタンを押すと更新されま
す。印刷枚数は、Yに沿った部数で乗算された
Xに沿った部数です。

マルチスタック
マルチスタック(M)が有効になっていると（上
でハイライト）、ステップアンドリピートで
定義された各シートはエッジ認識を使い登録
されます。各シートの位置と回転がスキャンさ
れます。印刷されていない素材の場合。

5.8.11.  ツールヘッドパーク

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［ツールヘッドパー
ク］

注：画⾯表⽰は、テーブルビューの⽅向によって変わります。

コピー間および/またはジョブ完了後のパーク位置を指定してください。
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［パーク位置の設定］にドラッグします
［テーブルビュー］で、［パーク］アイコンの上にマウスポインタを配置
し、左マウスボタンを押し、アイコンを任意のパーク位置にドラッグします。

パージ位置の設定
パーク位置のX座標を⼊⼒

パーク位置のY座標を⼊⼒

座標はメイン基準点に相対します。

座標はジョブの右下に相対的です。

座標はジョブの右上に相対的です。

5.8.12.  定期的にツール⾼さを測定する

［⾃動化］と［定期的にツールを確認］が［Menu Bar］->［編集］->［オプション］->［プロ
ダクション］でチェックされている場合、⾃動化機能はプロダクションタブで利⽤できます。こ
の設定により、選択した間隔でツール⾼さが⾃動的に計測されます。
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注 : この⾃動化機能は、XPとC-シリーズのみで利⽤でき、X-シリーズでは利⽤できませ
ん。

5.9.  ﾂｰﾙﾊﾞｰ

Toolbarの内容は、レイヤーまたはプロダクションで作業しているかどうかによって異なります。

機能 レイヤー: プロダクション

拡⼤ツール(T) x x

ズームイン x x

ズームアウト x x

ジョブに合わせる x x

ボードに合わせる x x

テーブルに合わせる x x

ポイントの編集 x

曲線⽅向を表⽰ x

曲線点を表⽰ x

ツールパスを表⽰ x x

真空ゾーン x

パーク位置 x

テーブルルーラーを表⽰ x

リファレンスポイントを表⽰ x

バウンディングボックス x x

ルーラーを表⽰ x
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機能 レイヤー: プロダクション

素材サイズを表⽰ x

時計回りに90 度回転 x

左回りに90 度回転 x

5.9.1.  拡⼤ツール(T)

［Menu Bar］->［ビュー］->［Zoomズーム］

［ツールバー］->［ウィンドウの拡⼤縮⼩］

マウスでズームエリアを定義します。

5.9.2.  ズームイン

［Menu Bar］->［ビュー］->［ズームイン］

［ツールバー］->［ズームイン］

Ctrl + ［+］

クリックしてズームインします。

5.9.3.  ズームアウト

［Menu Bar］->［ビュー］->［ズームアウト］

［ツールバー］->［ズームアウト］

Ctrl + ［-］
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クリックしてズームアウトします。

5.9.4.  ジョブに合わせる

［Menu Bar］-> ［ビュー］->［ジョブに合わせる］

［ツールバー］->［ジョブに合わせる］

Ctrl+

開いているジョブが［Layers View / Production View］いっぱいに表⽰されます。

5.9.5.  ボードに合わせる

［ツールバー］->［ボードに合わせる］

Ctrl+Shift+J

開いているジョブが［Layers View / Production View］ウィンドウに表⽰されたシートいっぱい
に表⽰されます。

5.9.6.  テーブルに合わせる

［Menu Bar］-> ［ビュー］->［テーブルに合わせる］

［ツールバー］->［テーブルに合わせる］

Ctrl+Alt+

開いているジョブを含むカッティングテーブルが［Layers View / Production View］いっぱいに表
⽰されます。
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5.9.7.  ポイントの編集

［Menu Bar］->［ビュー］->［曲線点］

［ツールバー］->［曲線点］

点の編集モードに切り替える。
選択された曲線で、曲線点がハイライトされ、編集が可能となります。

5.9.8.  曲線⽅向を表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->［曲線⽅向］

［ツールバー］->［曲線⽅向］

［曲線⽅向を表⽰］を表⽰。
各曲線の先頭にある⽮印は曲線⽅向を⽰しています。

5.9.9.  曲線点を表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->［曲線点］

［ツールバー］->［曲線点を表⽰］

すべての曲線点がハイライトされます。
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5.9.10.  ツールパスを表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->［ツールパス］

［ツールバー］->［ツールパス］

この機能で、Milling Toolのツールパスを視覚化することができます。

5.9.11.  真空ゾーン

［Menu Bar］->［ビュー］->［真空ポンプゾーン］

［ツールバー］->［真空ポンプゾーン］

現在の真空ポンプゾーン設定はProduction Viewに表⽰されます。

5.9.12.  パーク位置

［Menu Bar］->［ビュー］->［パーク位置］

［ツールバー］->［パーク点を表⽰］

現在のパーク位置がProduction Viewに表⽰されます。
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5.9.13.  テーブルルーラーを表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->［テーブルルーラー］

［ツールバー］->［テーブルルーラーを表⽰］

カッティングテーブルルーラーをProduction Viewに表⽰します。

5.9.14.  リファレンスポイント

［Menu Bar］->［ビュー］->［基準点を表⽰］

［ツールバー］->［リファレンスポイント］

選択されたリファレンスポイントが表⽰されます。

5.9.15.  バウンディングボックス

［Menu Bar］->［ビュー］->［バウンディングボックス］

［Toolbar］->［バウンディングボックスを表⽰］

開いているジョブのバウンディングボックスが表⽰されま
す。
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5.9.16.  ルーラーを表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->［定規］

［ツールバー］->［ルーラーを表⽰］

ルーラーをレイヤービューに表⽰します。

5.9.17.  素材サイズを表⽰

［Menu Bar］->［ビュー］->素材サイズ

［ツールバー］->素材サイズを表⽰

選択した素材サイズは、［配置］カテゴリー、［プロダクションタブ］の素材配置により定義し
た位置の［Production View］に表⽰されます。

5.10.  プロパティバー

5.10.1.  レイヤービュー

レイヤービュー（⽮印）を開いている時、Properties Bar（下端）から以下の情報が得られます。
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曲線
開いているジョブにある曲線の数

ポイント
開いているジョブにある曲線点の数

ジョブのフルート/紙⽬⽅向：
垂直か⽔平のフルート/紙⽬⽅向を⽰すか、ま
たはジョブで指定された⽅向は⽰しません
ジョブのフルート/紙⽬⽅向はスイッチできま
す。

サイズ:
開いているジョブのサイズ（X x Y）です
これはジョブの1コピーのサイズです。ステッ
プアンドリピートの値には影響されません。

選択されたリファレンスポイントに対する現
在のマウスポインタ位置（XとY）です。

5.10.2.  プロダクション ビュー
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Production View（⽮印）を開いている時、Properties Bar（下端）から以下の情報が得られま
す。

素材サイズ:
ここに選択した素材名が表⽰されます。「ファ
イルから」が表⽰されている場合、素材サイ
ズは⼊⼒ファイルから取得されたものです。ド
ロップダウンリストでは、選択した素材に利
⽤可能なすべての素材サイズのほか、カスタ
ムサイズも表⽰されます。
カスタムサイズ：
カスタムサイズは、ドロップダウンリストか
ら選択できます。ダイアログで、サイズをリ
ソースに追加をチェックするか、特別として
そのまま残すこともできます。

素材サイズ:
選択した素材サイズが表⽰されます。

素材のフルート/紙⽬⽅向：
リソースで定義された、素材のフルート⽅
向（⽔平または垂直）が表⽰されます。

素材の回転
この機能により、選択した素材が回転します。
素材とジョブにフルート/紙⽬⽅向があると、
ジョブは回転もします。
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ジョブのフルート/紙⽬⽅向：
垂直か⽔平のフルート/紙⽬⽅向を⽰すか、ま
たはジョブで指定された⽅向は⽰しません
Production Viewでジョブのフルート/紙⽬⽅
向を変更すると、ジョブのフルート⽅向が素材
と揃えられます。

サイズ:
開いているジョブのサイズ（X x Y）です

選択されたリファレンスポイントに対する現
在のマウスポインタ位置（XとY）です。

5.11.  マシンパネル

［マシンパネル］には、現在［カッティングテーブル］で実⾏中のジョブに関する情報が表⽰さ
れます。
ジョブの実⾏の全体的なステータスは以下のように表⽰されます。
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ジョブの編集/アイドルモード - ジョブの準備

このモードでは、次の設定を⾏うことができます。
• 新規ジョブの編集
• 新規ジョブの開始

実⾏モード - 実⾏中

中⽌ - ジョブの実⾏が中⽌された。

［停⽌］を⼀度押すと、ジョブの実⾏が中⽌されます。この時⾚い表⽰となります。
iPC［メッセージダイアログ］から詳細情報を確認できます。

5.11.1.  マシンパネル表⽰

マシンパネルがスクリーン上にどのように現れるかを設定できます。

［マシンパネル］->［ビューアの選択］
以下のビューから選択できます。
• 下に配置
• 右に配置
• 最⼤
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5.11.1.1 下に配置

5.11.1.2 右に配置

5.11.2.  マシンパネル機能

マシンパネル機能の使⽤可能状況はシステムの状態によって変更します。
以下のステータスが定義されています。

実⾏モード

• 実⾏
⾃動化

アイドリングモード

• 素材の置換
• 停⽌
• ジョブの完了

エラーモード

• エラー
• エラー/⼀時停⽌
• セーフティストップ
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• トンボが⾒つかりません

5.11.2.1 実⾏

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
• 内側円 - 現在のテーブル
• 外側円 - 現在のジョブ
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
現在のテーブル後にプロダクションを停⽌。
その後［ジョブの修正］が可能。
5 - 印刷枚数
⽣成する印刷枚数/⽬的の合計印刷枚数。
6 - コピーの⽣成
現在までに⽣成された印刷枚数
9 - すべてのコピーを終了
⽬的の印刷枚数が完了するまでの推定時間。
10 - 現在のテーブル
現在のテーブルが完了するまでの推定時間。
注：最初のテーブル時は表⽰されず、後続
のテーブルから表⽰されます。
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ
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5.11.2.2 ⾃動化

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
現在のテーブル後にプロダクションを停⽌。
その後［ジョブの修正］が可能。
5 - ステータス情報
6 - 作成したジョブの数
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ
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5.11.2.3 素材の置換

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
• 素材を置換する。
• ［開始］を押すと続⾏します。
4 - オプション
• 残りのコピーを⽣成。
• 現在のテーブルから再度開始する
• 全て再度開始する。
5 - 印刷枚数
⽣成する印刷枚数/⽬的の合計印刷枚数。
6 - コピーの⽣成
現在までに⽣成された印刷枚数
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ

注：以下の場合にこのステータスへ切り替わ
ります。
• ［テーブルの後ろにパーク］が有効であ

り、テーブルが完了している場合。
• ［このテーブルの後実⾏停⽌］が有効な場

合。
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5.11.2.4 停⽌

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
• オペレータによるプロダクションの停⽌。
• 機器がパーク位置に移動。
4 - ［プロダクションの開始］ダイアログ
• 残りのコピーを⽣成。
• 現在のテーブルから再度開始する
• 全て再度開始する。
5 - 印刷枚数
⽣成する印刷枚数/⽬的の合計印刷枚数。
7 - コピーの開始
実⾏を継続した場合に⽣成される印刷枚数。
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ

注：以下の場合にこのステータスへ切り替わ
ります。
• ［停⽌］が2回押された場合
• ［マシンパネル］から実⾏が停⽌された場

合。
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5.11.2.5 ジョブの完了

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
ジョブが完了しました。
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ
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5.11.2.6 エラー

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
エラー条件に関する情報。
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
プロダクションを停⽌します。
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ
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5.11.2.7 ⼀時停⽌

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
• プロダクションはオペレータによって⼀時

停⽌されました
• ［開始］を押すと続⾏します。
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
現在のテーブル後にプロダクションを停⽌。
その後［ジョブの修正］が可能。
5 - 印刷枚数
⽣成する印刷枚数/⽬的の合計印刷枚数。
6 - コピーの⽣成
現在までに⽣成された印刷枚数
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ
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5.11.2.8 セーフティストップ

1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
セーフティエラーのため機械停⽌。
エラー条件に関する情報。
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
プロダクションを停⽌します。
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ

5.11.2.9 トンボが⾒つかりません
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1 - 実⾏するファイルの名前。
2 - 現在のジョブのステータス
レジストレーショントンボマークが⾒つから
ないため機械停⽌。
エラー条件に関する情報。
3 - ［プロダクションの停⽌］ダイアログ
プロダクションを停⽌します。
8 - マシンパネルツールバー
11 - パフォーマンス情報
• 現在のジョブが開始してからの経過時間
• スピンドル電⼒
• 測定された回転速度(RPM)
• 測定された素材の厚さ

5.11.2.10 iPCの機能停⽌

ジョブの実⾏を停⽌するには、［オペレータパネル］で［停⽌］を押します。
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［実⾏モード］で停⽌

現在の［テーブル］後にプロダクションを停
⽌。
• システムは［アイドリングモード］に切り

替わります
• その後ジョブの修正が可能です。

［⼀時停⽌］中に停⽌

［⼀時停⽌］中に［停⽌］を押した場合。
• システムは［アイドリングモード］に切り

替わります
• その後ジョブの修正が可能です。

5.11.3.  マシンパネルツールバー

5.11.3.1 真空ゾーン

［Menu Bar］->［機器］->［真空ポンプゾーン］

［マシンパネル］->［真空ポンプゾーン］
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開いているジョブに適した真空ポンプゾーンを選択します。
素材を正しく固定するには、セクションの正しい設定が必要です。
インテリジェント真空管理
開いているジョブに適切な真空ゾーンが、ジョブ（バウンディングボックス）のサイズと位置に基
づいて⾃動的に選択されます。

5.11.3.2 テーブルトップ基準

［メニューバー］->［機器］->［テーブルトップ基準の設定］

［マシンパネル］->［テーブルトップ基準］

カッティングテーブルで、［テーブルトップ基準］シーケンスを実⾏します。
現在のレーザーポインタ位置でのテーブルトップレベル測定を更新します。
カッティングアンダーレイの上で素材なしで測定します。

5.11.3.3 ツール⾼さの調整

［Menu Bar］->［機器］->［ツール⾼さの調整］...

［マシンパネル］->［ツール⾼さ］

カッティングテーブルで、［ツール⾼さの調整］ウィザードを実⾏します。

5.11.3.4 カメラビュー

［Menu Bar］->［機器］->［カメラを表⽰］

［マシンパネル］->［カメラ］

［カメラビュー］ダイアログを開き、⼿動でカメラ画像準備を⾏います。
詳細については、 カメラ操作 掲載ページ 311 を参照してください。
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5.11.3.5 軸の準備

［Menu Bar］->［機器］->［軸の準備を開始］

［マシンパネル］->［軸］

カッティングテーブルで、［軸の準備］シーケンスが実⾏されます。

5.11.3.6 真空クリーナーを開始

［Menu Bar］->［機器］->［真空クリーナーを開始］

［マシンパネル］->［真空クリーナー］

真空クリーナーオン/オフコントロール。
Milling Toolがインストールされた機械で使⽤します。
ジョブ実⾏後の⼿動での埃除去などに使⽤されます。

5.11.3.7 素材の厚さを測定

［Menu Bar］-> ［機器］->［素材測定］

［マシンパネル］->［素材の厚さ］

［カッティングテーブル］で、［素材の厚さを測定］シーケンスを実⾏します。
素材の厚さの測定は［ジョブの実⾏］の⼀部として⾏われます。
この機能は通常、ジョブを開始する前に素材の厚さを知る必要がある場合に使われます。
測定された厚さは［マシンパネル］の［状態］部分に表⽰されます。

5.11.3.8 ツールの指定
Xシリーズ、XLおよびXNテーブルのみ：

［Menu Bar］-> ［機器］->［ツールの指定］

［マシンパネル］->［ツールの指定］

カッティングテーブルで、［ツールID］シーケンスが実⾏されます。
この機能は新規ツールの挿⼊後に使⽤します。
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5.11.4.  マシンパネルステータスバー

最終プロダクション時間
最⼤3分間の⼀時停⽌を含めた、開始からのプロダクション時間（分‧秒）
開始以降
ジョブ（J）が開始してからの経過時間（分‧秒）
スピンドル電⼒
現在のミリングスピンドル電⼒使⽤量（最⼤値の%）。
測定された回転
現在のミリングスピンドル回転（RPM）。
素材の厚さ
測定された素材の厚さ(mm / in.)

5.12.  マシン接続
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［Windowsツールバー］から［マシン接続］を開きます。
詳細については、マシン接続および構成 を参照してください。
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6.  開始前の準備

6.1.  はじめに
この章では、使⽤する装置で最適なパフォーマンスを実現するために必要な、iPCで使われるいく
つかの重要なコンセプトとパラメータについて説明します。
• テーブル
• 素材が最重要
• 素材およびプリセット、概要
• リソースマネージャー

• ツーリングプリセット
• 最適化プリセット
• プロダクションプリセット
• カッティングプロファイル
• マイ素材
• 素材ファミリー
• マッピングプリセット

• テーブルプリセット
• レジストレーション
• ファイル準備
• ツールの設定

6.2.  テーブルについて
このマニュアルで使われている⽤語のテーブルを理解することはとても重要です。

カッティングテーブル
カッティングテーブルは、断裁、罫線、ミリングなど素材を処理する際に使⽤する機器を指しま
す。

テーブル
テーブルはカッティングテーブルの作業領域にフィットするジョブの⼀部を指します。

例1
10枚の印刷された、または印刷されていないシートのコピーがリクエストされた場合、⼀度
にカッティングテーブルに乗せられるシートは1枚だけです。
このようなリクエストは、10のテーブルとして実⾏されます。
選択されたテーブルプリセットによって、各テーブルの間に⼿動または⾃動フィードが⾏われま
す。
ジョブがテーブルよりも⻑い場合、2つのパーツに分割されます。
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実⾏中に、最初のテーブルを完了します。それから、ジョブの2つ⽬の部分を作業領域に移動する
ため、素材を前⽅向にフィードします。その後、2つ⽬のテーブルが実⾏されます。

例 2
カットするデカルが印刷されたロールがあります。
ロールは2つのコラムのデカルを含みます。
3つの⾏のデカルがカッティングテーブルの作業領域にフィットします。
ロールをカットするには、3 x 2の［ステップアンドリピート］がリクエストされるべきです。
各テーブルは6コピーで構成されます
合計印刷枚数が例えば100に設定された場合、ロールフィード、Table Presetが選択されている
と、各テーブル間でコンベアフィードが実⾏されます。

6.3.  素材が最重要
素材が最重要とは、iPC の基本となる設計基準です。
それはどのようなジョブを⾏っているかによって変わるでしょうが、その概念は、システムが正
しく設定されていれば、ユーザーが選択しなければならないものは素材だけという考えです。
その素材も⼊⼒ファイルの中で定義することが出来ます。そうなると、素材の選択もiPCの中です
る必要がなくなります。

iPCの中で素材を指定しなければならないときのため、以下がその概要です。
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フロー
この図はワークフローにおけるステージであり、どのステージで素材とプリセットに関する選択
ができるかを⽰したものです
選択肢
この図は、ワークフローのそれぞれのステージでどのような選択肢があるかを⽰しています。

• ファイルを開く - ［ファイルを開く］ダイアログ内。
• マイジョブ情報 - はマイジョブリスト内の1つのファイルを選択時に利⽤可能です
• ［開いているジョブ］->［プロダクション］ - ジョブを開いた時、この機能はプロダクション

タブの下で有効になります。
• ［開いているジョブ］->［レイヤー］ - ジョブを開いた時、この機能はレイヤータブの下で有

効になります。

この図は、ワークフローを正しい順序で準備することがいかに重要かを強調するものです。
• ファイルを開く前に、マイ素材とマッピングプリセットを準備しなければなりません。
• マイジョブ情報の前に、マイ素材、マッピングプリセット、およびカッティングプロファイ

ルを準備しなければなりません。
• ［開いているジョブ］->［プロダクション］の前に、プロダクションプリセットを準備しなけ

ればなりません。
• ［開いているジョブ］->［レイヤー］の前に、マイ素材とツールプリセットを準備しなければ

なりません。
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6.3.1.  素材およびプリセット、概要

この図は、マイ素材と素材ファミリーそして各種のプリセット類の関係を説明したものです。
iPCは、⼯場出荷時の初期設定として、多数の素材ファミリーとツールプリセットを付属して出荷
されます。
デフォルトでは、素材ファミリーが1つ以上のツールプリセットに対してマッピングされていま
す。
これにより、新規素材を追加する際に、事前に定義されたツールプリセットの中から関連するもの
を⾒つけやすくなります。

新規のマイ素材を定義するときは、まず最初に、その素材が属する素材ファミリーを選択します。
その選択により、その素材にはどのツーリングプリセットが選択可能かが決まります。選択でき
るツーリングプリセットは特定の素材か、あるいは対応する素材ファミリー/厚さ範囲のいずれか
を対象としているものだけです。

注：このプロセス以後に、ツツーリングプリセットを素材または素材ファミリーに追加すること
も可能です。

この図は、以下のようなシーケンスの重要性を強調するためのものです。
• ツールプリセットは、カッティングプロファイルと素材固有設定が完成するまでに準備しなけ

ればなりません。完全⾃動化されたワークフローには完成された設定が必要です。
• 最適化プリセットは、カッティングプロファイルと素材固有設定の前に準備しなければなりま

せん
• プロダクションプリセットも、カッティングプロファイルと素材固有設定の前に準備しなけれ

ばなりません

6.4.  リソースマネージャーで素材とプリセットを準備

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］
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リソースマネージャーでは、素材などのリソースが管理され、各ジョブの⼿動準備を最⼩限に抑
えます。ツーリングプリセットおよびプロダクションプリセットなどの⼀部のリソースは、開いて
いるジョブで作成および維持することもできます。以下のセクションでは、さまざまなリソースに
ついて説明します。

6.4.1.  ツーリングプリセット

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［ツールプリセット］
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• ツーリングプリセットは、特定の厚さを持つ1つ以上の素材、またはある範囲の厚さのを持つ1
つ以上の素材ファミリーに適⽤可能なツール設定です。

• ツーリングプリセットは、次の2つの理由で有効または無効にできます。
a ツーリングプリセットに含まれるすべてのツールが必ずしもこのマシンで設定されている

わけではありません。
b ユーザーがリスト内のチェックボックスを使⽤してツーリングプリセットを無効にしてい

ます。無効なツーリングプリセットはカッティングジョブで選択できません。

ツーリングプリセットは、開いているジョブから作成または更新することもできます。 開いてい
るジョブ、ツーリングプリセットの選択、保存、および更新 掲載ページ 38 を参照してくださ
い。

検索
特定のツールプリセットを検索するには、ユニークとなる⽂字列を⼊⼒します。すると⼊⼒する
⽂字ごとにリストが絞られていきます。
追加
新しいツーリングプリセットを追加します
複製(&U)
選択済みツーリングプリセットを複製します
名前を変更
選択済みツールプリセットを名前変更します
削除
選択済みツールプリセットを削除します
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ツーリングプリセット詳細
ツールプリセット詳細とは、割り当てられたツールを持つレイヤーのリストであり、選択され
たツールプリセットに含まれています。
ツーリングプリセット詳細では、選択したレイヤーを編集できます（ 選択したレイヤーの編集 掲
載ページ 49 も参照してください）。
この機能を使うと、今後変更を加えたい設定がある場合、ツーリングプリセットの更新が可能で
す。

次の機能が利⽤できます。上下へ移動、編集、
追加、複製、削除。

対象
ここには選択済みツールプリセットが適⽤できる素材ファミリーと素材リストが表⽰されます。

利⽤可能な機能は、追加および削除です。追
加を使⽤して、さらに素材ファミリー∕素
材を［対象］リストに追加します。削除を使
⽤して、選択されている素材ファミリー∕素
材を［対象］リストから削除します。

品名（説明）
選択済みツールプリセットについての記述説明です。
この中のテキストは編集することができます。

6.4.2.  最適化プリセット

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［最適化プリセット］

• 最適化プリセットは、最適なプロダクションを実現するために、どのように曲線を最適化する
かを規定します。
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• iPCは、多様なアプリケーション⽤途の広範な出荷時のデフォルト最適化プリセットを付属し
て納⼊されます。

• 独⾃の最適化プリセットを作成することも可能です。

6.4.2.1 ［最適化プリセット］ダイアログ

最適化プリセット：
この図では、利⽤可能な最適化プリセットのリストが表⽰されています。
独⾃の最適化プリセットを準備する場合、そのプリセットはこのリストに追加されます。
追加
独⾃の最適化プリセットを作成します。
作成と編集に関する詳細は、次のセクションを参照してください。
削除
独⾃に作成した最適化プリセットの削除も可能です。
出荷時のデフォルト最適化プリセットが選択された場合は、この削除ボタンは無効となります。
表⽰と編集
最適化プリセットでは、出荷時および⾃分で作成したものを表⽰および編集することができます。
作成と編集に関する詳細は、次のセクションを参照してください。
コピー
選択済みのプリセットをコピーして、独⾃の最適化プリセットを作成します。
作成と編集に関する詳細は、次のセクションを参照してください。

6.4.2.2 最適化プリセットの編集
⼀般
最適化プリセットの追加または編集を⾏うときは、このダイアログに⼊ります。
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プリセット名：
最適化プリセットの名前を指定します。
品名（説明）
参考⽤として、この最適化プリセットについての記述を追加します。
カテゴリー
最適化は次の2つのカテゴリーにより記述されます。

• ⼀般 - 下図の表⽰。
• カーブの最適化 - 最適化⽅法を指定します。下記を参照してください。
曲線を最適化/最適化タイプ

最適化タイプ：
ドロップダウンリストを開き、以下の最適化タイプの中から⼀つ選びます。

• 最適化なし
• 標準
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• サンプル作成

6.4.2.3 最適化なし

曲線シーケンスがiPCに取り込まれる前に最適化されている場合は、［No Optimization］を使⽤
します。
これにより、取り込み後の曲線に対する⼿動オペレーションに対し、警告が表⽰されます。それら
の警告を無視すると、最適化された曲線シーケンスを失う場合があります。

ジョブオフセットの削除

⼊⼒ファイルで使われている（0,0）からのオフセットは無視されます。ジョブの左下コーナー
が、現在の選択されているリファレンスポイント＋素材配置＋ジョブオフセットに配置されます。
これらはプロダクションのセットアップで定義されます。iPCに追加された⼿動オフセットのセク
ション 配置 掲載ページ 77 も参照してください。選択しない場合、内部オフセットはジョブオ
フセットに変換されます。
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6.4.2.4 最適化、標準

［標準最適化］は主にグラフィックワークフローで使われるファイルを最適化するために使われ
ます。

オープンカーブを接続する

近接するカーブセグメントは接続されます。
［オープンカーブを接続する］ を選択すると以下が⾏われます。

• パフォーマンスの向上。
• 断裁品質の向上。
d = ［最⼤距離］でカーブ接続が許可される最⼤距離を指定。

⼩さいカーブを拒否する(R)
⼩さい、独⽴したカーブ要素は省略されます。
［⼩さいカーブを拒否する(R)］を選択すると以下が⾏われます。

• 必要のないカーブと浮遊ポイントの削除。
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• パフォーマンスの向上。
• 断裁品質の向上。
d = 最⼤サイズで省略できる曲線セグメントの最⼤サイズを指定。

オーバーカットを回避

⾓度が設定値よりも⼤きい場合、線が裁断され、断裁⽅向は修正されます。
これにより⽬に⾒えるナイフオーバーカットを防ぎます。

曲線⽅向の設定

曲線実⾏⽅向の全体ルールを指定します。
標準使⽤。
通常、ミリングの際、パスの左側のほうが右側よりも滑らかな表⾯になります。
この機能を使い、製品の品質を最適化します。

内側の曲線⽅向の反転
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曲線実⾏⽅向の全体ルールを指定します。
これは［曲線⽅向の設定］機能の延⻑です。上記を参照してください。
⻘い部分が製品の場合で、外側と内側を滑らかな表⾯にする場合、曲線⽅向を内側に反転する必
要があります。
ジョブオフセットの削除

⼊⼒ファイルで使われている（0,0）からのオフセットは無視されます。ジョブの左下コーナー
が、現在の選択されているリファレンスポイント＋素材配置＋ジョブオフセットに配置されます。
これらはプロダクションのセットアップで定義されます。iPCに追加された⼿動オフセットのセク
ション 配置 掲載ページ 77 も参照してください。選択しない場合、内部オフセットはジョブオ
フセットに変換されます。

6.4.2.5 最適化、サンプル作成
サンプル作成の最適化は、通常段ボールや厚紙のデザインにおいて、⾼品質のカットと罫線を実
現するために使われます。
以下の点に注意してください。

• ⼤抵のサンプル作成オペレーションはレイヤータイプカットと罫線のみに適⽤されます。
• この機能の関連性は、CADまたはジョブ準備ソフトウェアから書き出す際に最適化が⾏われた

かどうかに依存します。
サンプル作成の最適化で利⽤可能な機能は、EskoのArtiosCADで⾏う最適化と似ています。
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次のカテゴリでパラメータを選択します。

• 全般  - ⼀般的な最適化機能です。
• 円形スロット  - 狭いスロットで引き裂きを防ぐための機能です。
• オーバーカットおよびコーナー  - コーナーのオーバーカットや引き裂きを防ぐための機能で

す。
• オーバー罫線  - 罫線中のパフォーマンスを向上するための機能です。

6.4.3.  プロダクションプリセット

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［プロダクションプリセット］

プロダクションプリセットは、テーブルの上でジョブがどのように作成されるかを記述します
それは、［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］に含まれるものと同じ情報を
持っています。
詳細については、 開いているジョブ、プロダクションのセットアップ 掲載ページ 67 を参照し
てください。

プロダクションプリセット：
利⽤可能なプロダクションプリセットのリスト。
iPCは、広範な出荷時のデフォルトプロダクションプリセットが付属した状態で納⼊されます。
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独⾃のプロダクションプリセットを準備すれば、それらはこのリストに追加されます。

ダイアログから以下の機能が利⽤可能です。

追加
新しいプロダクションプリセットを追加できます。プリセットの内容は、開いているジョブで編集
する必要があります。
削除
出荷時のデフォルトプロダクションプリセットが選択された場合は、この削除ボタンは無効とな
ります。
独⾃のプロダクションプリセットならどれでも削除することが可能です。
コピー
新しいプロダクションプリセットをコピーできます。プリセットの内容は、開いているジョブで編
集する必要があります。
名前を変更
出荷時のデフォルトプロダクションプリセットが選択された場合は、この削除ボタンは無効とな
ります。
独⾃のプロダクションプリセットならどれでも名前変更することが可能です。

詳細はインフォメーションウィンドウであり、選択済みプロダクションプリセットの最新設定が
表⽰されます。この［記述］ウィンドウの中のテキストを編集することもできます。

6.4.4.  カッティングプロファイル

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］

カッティングプロファイルは、以下の選択済みプリセットを⼀組にして収容する容器のようなも
のです。
• ツーリングプリセット
• 最適化プリセット
• プロダクションプリセット

カッティングプロファイルは、ツールプリセット、最適化プリセットおよびプロダクションプリ
セットの同じ組み合わせがいくつかの素材や素材ファミリーに適⽤できる場合便利です。

• iPCは、⼀組の出荷時のデフォルト カッティングプロファイルが付属した状態で納⼊されま
す。

• 独⾃のカッティングプロファイルを作成することも可能です。

                                                                                                                                                                                                             122 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



カッティングプロファイル：
この図は利⽤可能なカッティングプロファイルのリストを表⽰しています。
出荷時のデフォルトカッティングプロファイルには、アイコンが付いています。
独⾃のカッティングプロファイルを準備する場合、そのプロファイルはこのリストに追加されま
す。
追加
独⾃のカッティングプロファイルを作成します。
作成と編集に関する詳細は、 カッティングプロファイルの詳細 掲載ページ 124 を参照してくだ
さい。
削除
独⾃に作成したカッティングプロファイルの削除も可能です。
出荷時のデフォルトカッティングプロファイルの1つが選択された場合は、このボタンは無効とな
ります。
名前を変更
出荷時のデフォルトカッティングプロファイルのいずれかが選択された場合は、このボタンは無
効となります。
独⾃に作成したカッティングプロファイルならば、名前変更は⾃由です。
コピー
選択済みのプロファイルをコピーして、独⾃のカッティングプロファイルとして作成します。
作成と編集に関する詳細は、 カッティングプロファイルの詳細 掲載ページ 124 を参照してくだ
さい。
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6.4.4.1 カッティングプロファイルの詳細

カッティングプロファイル名：
これから編集しようとしているカッティングプロファイルの名前です。
品名（説明）
参考⽤として、カッティングプロファイルについての記述を⼊⼒します。
ツーリングプリセット
ドロップダウンリストから正しいツールプリセットを選択します。
選択済みのツールプリセットに関する以下のような情報が、インフォメーションのウィンドウに
表⽰されます。

• レイヤータイプ
• 対応するツール
• 適⽤可能素材 - 選択済みのツールプリセットに適⽤可能と定義された素材のリスト。
注：もし、ある特別な素材に対してカッティングプロファイルを作成する場合は、その素材を対
象としたツーリングプリセットを割り当てなくてはなりません。
最適化プリセット
ドロップダウンリストから適正な最適化プリセットを選択します。
プロダクションプリセット
ドロップダウンリストから適正なプロダクションプリセットを選択します。
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6.4.5.  マイ素材

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［マイ素材］

6.4.5.1 マイ素材の編集

素材名
選択済みの素材の名前がここに表⽰されます。
素材ファミリー
ドロップダウンリストからこの素材が属する素材ファミリーを選びます。
厚み
素材の厚さを指定します。
厚さの単位は、mm、またはinch（インチ）で表⽰されます。
⼀般的な単位設定とは無関係に、0.2 in.（インチ）のように値を⼊⼒できます。
外観
この選択は、異なる表⾯（素材）上のレジストレーションマークやエッジを検出するために使⽤
される視覚アルゴリズムを決定します。
選択可能なものは次の通りです。

• デフォルト - 標準アルゴリズムを呼び出します
• 織物 - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
• グリッドパターン - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
• Flexo - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
• 低コントラスト - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
• 低品質印刷 - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
• Flexo on Felt - この種の素材に最適化された技術を使⽤します。
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素材測定
ドロップダウンリストから以下のいずれかを選択します。

• 最適化された測定。素材は、ジョブの2つの対向するコーナーで測定します。
• レーザー位置で測定する。素材の厚さの測定を、⼀度現⽤のレーザーポインターの位置で実施

します。
• 測定は⾏いません。最新の素材の厚さの情報を使⽤します。
不均⼀な素材の追加ツールリフト(E)
もし、素材の表⾯が平坦でない場合、この機能を選択します。
ツールが素材を引っ掻いて傷つけないようにしてください。

6.4.5.2 カッティングプロファイルを使ってカッティング設定を定義する

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［マイ素材］->［カッティングタ
ブ］

カッティングプロファイル
ドロップダウンリストから適正なカッティングプロファイルを選択します。
ドロップダウンリストには、対象とする素材に適⽤可能なカッティングプロファイルが表⽰され
ます。
⼀つのカッティングプロファイルを選択すると、⼀組のツールプリセットと最適化プリセットおよ
びプロダクションプリセットの組み合わせが選択されます。
そして、実際の組み合わせがダイアログに表⽰されます。

注 : 次のようなケースでは、カッティングプロファイルは、素材固有設定にとって好まし
いです。
1. ツールプリセット、最適化プリセットおよびプロダクションプリセットの同じ組み合
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わせが、いくつか複数の素材や素材ファミリーに適⽤可能なケース。
2. ある上流アプリケーションで、カッティングプロファイルは、iPCの⼊⼒ファイルに対

し選択や追加が可能であるが、素材固有設定はそれができないケース。

6.4.5.3 素材を使ってカッティング設定を定義する

この機能を使って、実際の素材に適したツールプリセット、最適化プリセット、およびプロダク
ションプリセットの組み合わせを準備します。

ツーリングプリセット
ドロップダウンリストから適正なツールプリセットを選択します。
ドロップダウンリストには、対象とする素材に適⽤可能なツールプリセットが表⽰されます。
レイヤータイプとそれに対応するツールが表⽰されます。
すべて表⽰では、選択した素材に適⽤されるツーリングプリセットだけでなく、すべてのツーリ
ングプリセットが⼀覧表⽰されます。 ツーリングプリセット 掲載ページ 112 を参照してくださ
い。
現在の素材に適⽤は、まだ適⽤できないツーリングプリセットが選択されている場合に表⽰され
ます。ボタンを押すと、ツーリングプリセットが現在の素材に適⽤されます。
最適化プリセット
ドロップダウンリストから適正な最適化プリセットを選択します。
プロダクションプリセット
ドロップダウンリストから適正なプロダクションプリセットを選択します。
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6.4.5.4 素材サイズの指定

素材を異なる素材サイズでも使えるようにすることが可能です。
このダイアログを使って、素材リストを管理し、このツールプリセット⽤に適正な素材を選択し
ます。

注 : 適切に定義された素材サイズは、ネストレイアウトを作成する際の前提条件です。

サイズ
この図は定義された素材のリストです。
この素材について新しいシートを準備する場合、そのシートはこのリストに追加されます。
追加
新しいシートをリストに追加します。
削除
選択済みシートをリストから削除します。
名前
選択済みシートの名前をここで編集することができます。
幅/⻑さ
シートのサイズを指定します。
⼨法値は、mmで表⽰されていますが、50 in.のような数値⼊⼒も可能です。
ロールフィード
素材がロール状の場合に、チェックを⼊れて指定します。
フルート/紙⽬⽅向
ドロップダウンリストからフルート⽅向を選択します。
デフォルトとして使⽤
この素材を使⽤するジョブを開くときに、このサイズを⾃動的に選択するか指定します。
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6.4.6.  素材ファミリー

基本的に、素材ファミリー素材名のリストです。
素材ファミリーを使うことでツールプリセットの選択が簡単になります。
使⽤シーケンスは次のとおりです。

ツールプリセットを定義する

ツールプリセットを定義する時、そのツールプリセットを素材または素材ファミリーのどちらに
適⽤するかを指定します。
この例で⾒れば、ツールプリセット1とツールプリセット3は、両⽅とも素材ファミリー1に適⽤さ
れています。

ツールプリセットを選択します
あるジョブでツーリングプリセットを選択しなければならないとき、最初に素材ファミリーを指定
するよう求められます。
利⽤可能なツーリングプリセットのリストには、選択した素材ファミリーに適⽤するものだけが
表⽰されます。

このようにして、選択肢は適⽤可能なものだけに限定されます。

6.4.6.1 素材ファミリーの管理

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［素材ファミリー］
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素材ファミリー：
この図は利⽤可能な素材ファミリーのリストを表⽰しています。
独⾃の素材ファミリーを準備する場合、そのファミリーはこのリストに追加されます。
追加
独⾃の素材ファミリーを作成します。
削除
選択されている素材ファミリーを削除します。
名前を変更
選択されている素材ファミリーを名前変更します。

素材ファミリーをツールプリセットに適⽤する⽅法に関する情報は、ツールプリセット をご覧く
ださい。

6.4.6.2 素材ファミリーの選択

［開いているジョブ］->［レイヤー］->［ツールプリセット］
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素材ファミリーからツールプリセットを選択することを要求された場合、これが唯⼀の⽅法です。

6.4.7.  マッピングプリセット

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［マッピングプリセット］

マッピングプリセットでは、⼊⼒ファイルの曲線を、異なるレイヤータイプと関連するiPC レイ
ヤーにどのようにマッピングするかを定義します。正確なレイヤータイプは、素材の特定ツーリン
グプリセットからツーリング情報を⾃動で適⽤するための前提条件です。 ツーリングプリセット
掲載ページ 112 も参照してください。
マッピングプリセットは、iPCが取り込むことができるファイル形式ごとに⼀組のマッピングルー
ルで構成されています。

⼊⼒ファイルの曲線属性はさまざまな⽅法で定義できます。⼀般的には、レイヤー名、線種、P番
号、および⾊で定義されます。

6.4.7.1 マッピングプリセットの管理

［Menu Bar］->［アドバンスト］->［リソース］->［マッピングプリセット］
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マッピングプリセット：
この図では、利⽤可能なマッピングプリセットのリストが表⽰されています。
⼀組の出荷時のデフォルトマッピングプリセットが利⽤可能になっています。
独⾃のマッピングプリセットを作成すれば、それらはこのリストに追加されます。
出荷時のデフォルトマッピングプリセットは⾒ることはできますが、修正することはできませ
ん。
追加
独⾃のマッピングプリセットを作成します。
削除
独⾃に作成したマッピングプリセットの削除も可能です。
出荷時のデフォルトマッピングプリセットが選択された場合は、この削除ボタンは無効となりま
す。
名前を変更
独⾃に作成したマッピングプリセットの名前変更も可能です。
出荷時のデフォルトマッピングプリセットが選択された場合は、この削除ボタンは無効となりま
す。
コピー
選択済みのプリセットをコピーして、独⾃のマッピングプリセットを作成します。
品名（説明）
選択済みのマッピングプリセットについての記述説明が表⽰されます。
異なるファイル形式のマッピング
選択済みのマッピングプリセットの場合：

• これは外観の⼀つで、異なるファイル形式に対して含まれるマッピングを⽰しています。
• 修正はできません。
独⾃のマッピングプリセットの場合は、以下をご覧ください。
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独⾃のマッピングプリセットを作成する
［マッピングプリセット］ダイアログ内の追加やコピー機能を使って、独⾃のマッピングプリ
セットを作成します。
まず、作成するマッピングプリセット名の⼊⼒が求められます。
好きな名前を⼊⼒し、OKを押して［マッピングプリセットを編集］ダイアログに進みます。

品名（説明）
独⾃のマッピングプリセットを作成したら、ここに説明⽂を⼊⼒します。
異なるファイル形式のマッピング
Kongsbergマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
ARDマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
CFマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
DDESマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
DXFマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
PDFマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。
i-scriptマッピング
ドロップダウンリストから使⽤するマッピングを選択します。

出荷時のデフォルトマッピングに修正を加えることは許されません。
マッピングプリセット内の修正済みのマッピングが欲しい場合、［マッピングアクション］メ
ニューから独⾃のマッピングを作成しなければなりません。

マッピングアクション

追加
このファイル形式に新しいマッピングを追加します。
独⾃のマッピングの作成、編集の詳しい⽅法を以下に⽰します。
削除
このマッピングを削除します。予め独⾃に作成したマッピングの中から削除すべきものを選択して
おく必要があります。
ビュー
選択済みのマッピングの中⾝を⾒て確認します。
コピー
選択済みのマッピングのコピーを使って、このファイル形式に新規のマッピングを追加します。
独⾃のマッピングの作成、編集の詳しい⽅法を以下に⽰します。
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独⾃のマッピングを作成する
［マッピングアクション］ダイアログ内の［追加］や［コピー］機能を使って、独⾃のマッピン
グを作成します。
まず、作成するマッピングの名前の⼊⼒が求められます。
好きな名前を⼊⼒し、OKを押して［マッピングを編集］ダイアログに進みます。

マッピングは、基本的には⼊⼒ファイルを、異なるレイヤータイプに関連するiPC レイヤーにどの
ように変換するかを⽰したルール表です。ルールは、上から下に実⾏されます。複数のツールで曲
線を⽣成できるようにするため、同じ属性を持つ曲線を、異なるレイヤータイプのiPC レイヤーに
マッピングできます。
異なる形式に対して異なるルールが存在します。

プリセット名
新しいマッピングの名前を⼊⼒します。

新規
表に新しい⾏を追加します。

複製(&U)
マッピングテーブルで同様のエントリを作成するため、選択した⾏を複製します。

上へ移動
選択した⾏を1つ上へ移動します。

下へ移動
選択した⾏を1つ下へ移動します。

削除
選択した⾏を削除します。
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異なるファイル形式のマッピング

Kongsbergの標準ACM形式

トンボマークのタイプ
⼊⼒ファイルで使われているトンボマークの
タイプを指定します
P番号
⼊⼒ファイル内の異なる線種を特定するため
に使われる番号です。

PDF形式

テキストを無視(I)
⼊⼒ファイルのテキストが省略されます。
トリムボックスの取り込み(M)
トリムボックスを含む場合に指定します。
トリムボックスはバウンディング⻑⽅形です。
iPCレイヤー名
トリムボックスのiPCレイヤー名です。
iPCレイヤータイプ
トリムボックスのiPCレイヤータイプです。
トリムボックスのレイヤータイプ です。
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ARD形式 - ArtiosCADのネイティブ形式

⼨法とテキストを取り込み
⼨法とテキストを取り込むかどうかを選択します。プロットのみが対象です。
ニックがあるサンプルとして取り込み
ニックを取り込むかどうかを選択します。この選択により、マッピングで利⽤できる線種が変わ
ります。
上⾯
取り込みの後にデザインの内側または外側が上向きになるか選択します。
ArtiosCADで定義されている上⾯を保つには、設計どおりを選択します。
複雑な線種を展開
ARDファイルの複雑な線種を数多くのカット、および場合によっては罫線に展開するかどうか選
択します。ミシン⽬線、ジッパー線などに適⽤します。
ミシン⽬ホイールの連続線を作成
複雑な線種を展開を有効にすると、ミシン⽬の線には、ナイフカット⽤のミシン⽬パターンが
適⽤されます。ミシン⽬ホイールツールを使⽤する場合は、この機能を使⽤してミシン⽬を連続
させることができます。

⼀般
⼊⼒ファイルパラメータはファイル形式によって異なります。

iPCレイヤー名
iPCで使⽤する［レイヤー名］です。
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iPCレイヤータイプ
iPCで使⽤するレイヤータイプ です。

6.5.  テーブルプリセット
テーブルプリセットは、シートフィードやロールフィードなどいくつかのシステムの基本的な動
作を定義します。

［テーブルプリセット］を選択する

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［素材処理］->［テー
ブルプリセット］

注 : 現在のマシン構成のテーブルプリセット設定のみを選択できます。

6.5.1.  利⽤可能なテーブルプリセット

 

以下のテーブルプリセットがインストールされています（マシン構成に依存します）。
1. Park After Table
2. ロールフィード
3. シートフィード
4. ⼿動シートフィード
5. MultiZone Production
6. MultiZone Production with Robot
7. ロボットによるロードとアンロード
8. フィーダースタッカープロダクション
9. アンダーサイドカメラによるフィーダープロダクション
10. アンダーサイドカメラを使ったフィーダースタッカープロダクション
11. Mermaid Flexo Automation

6.5.1.1 Park after Table
開始前に、最初のシートをテーブルトップに置きます。
1 - ［開始］が押されると、次が実⾏されます。

• 部数1が作成されるか、
• ステップアンドリピートで指定された印刷枚数が作成されます。
2 - ツールヘッドはパーク位置に移動します。
3 - 素材の置換はマシンパネルに表⽰されます。
4 - オペレータは同じ位置に素材を⼊れ替え、［開始］を押します。
5 - 指定された印刷枚数が作成されるまで、残りの部数が同じ⽅法で作成されます。
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このプロセスの統合部分として、真空とブローバックのオンとオフは⾃動的に切り替わります。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• ⼿動真空管理 掲載ページ 142
• 最後のコピー後にブローバック

6.5.1.2 ロールフィード

ロールフィーダーとコンベアベルトが必要です。
開始前にロールの最初のコピーをテーブルトップに配置する必要があります。
1 - ［開始］を押すと、コピー1、またはステップアンドリピートで設定された印刷枚数が作成され
ます。
2 - 横断線はカッティングテーブルの後ろへと移動し、コンベアとロールを前に移動させます。
フィード間隔は（ステップアンドリピートによって定義される）ステッピング距離により定義さ
れます。
3 - 2つめのコピーが作成されます。（ステップ間隔が正しく指定されていない限り、最初のトンボ
は⼿動で認識される必要があります。）
4 - 横断線は次のコピーをフィードします（トンボは⾃動的に認識されます）。
5 - 指定された印刷枚数が作成されるまでシーケンスが続きます。
このプロセスの統合部分として、真空とブローバックのオンとオフは⾃動的に切り替わります。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144

6.5.1.3 シートフィード

シートフィーダー/ボードフィーダーおよびコンベアベルトが必要です。
テーブルトップに何もシートを配置せずに開始します。
1 - ［開始］を押すと

• プリロードシート（デフォルト1）で設定されたシート数が、シートフィーダーとコンベア＋
横断線によってテーブルトップにロードされます。

• フィード間隔がシートフィード⻑によって定義されます。またはテーブルの前⾯にフィードが
選択されている場合、テーブルの前⾯にフィードされます。

2 - 最初のシート、またはY⽅向のステップアンドリピートで設定された印刷枚数が、シートフィー
ダーが次のシートを取り上げている間に作成されます。最初のトンボは⼿動で認識される必要があ
ります。
3 - 横断線はテーブルの後ろへと移動し、コンベアとシートを前に移動させます。
4 - 2つめのコピーが作成されます。通常、この時点でトンボは⾃動的に検出されます。
5 - [Sheet Feeder]は次のシートを同時に取り上げます。ただし、最初のコピーを解析している間
に、次のシートをの準備を開始する必要があります。
6 - 横断線は次のシートをフィードします。
7 - 指定された印刷枚数が作成されるまでシーケンスが続きます。
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このプロセスの統合部分として、真空とブローバックのオンとオフは⾃動的に切り替わります。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• テーブルの前⾯にフィード 掲載ページ 142
• シートフィード⻑ 掲載ページ 143
• プリロードシート 掲載ページ 143
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144

6.5.1.4 ⼿動シートフィード

コンベアベルトが必要です。
⼿動シートフィードは シートフィード 掲載ページ 138 と同様に機能しますが、コンベアベル
ト以外の⾃動化デバイスは必要ありません。マシンが現在のコピーをカットしている間、ユー
ザーは⼿動でテーブルの背⾯にシートを配置します。完了すると、マシンはシートを前進させ、コ
ピー量が満たされるまでプロダクションを続けます。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• テーブルの前⾯にフィード 掲載ページ 142
• シートフィード⻑ 掲載ページ 143
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• プリロードシート 掲載ページ 143

6.5.1.5 MultiZone Production

別のセクション マルチゾーンプロダクション 掲載ページ 255 を参照してください。

6.5.1.6 ロボットによるマルチゾーンプロダクション

マルチゾーングリッパー付きのロボットセルが必要です。
セクションの最後を参照してください。  ⾃動化デバイス 掲載ページ 282
シートが⼊ったスタックがスタック内に配置されます
1. ［開始］を押すと、
2. 横断線がゾーン2でパークします。
3. ロボットがスタック外の⾼さを測定します。
4. 最初のシートがスタック内からピックアップされ、ゾーン1に置かれます。
5. ロボットがシートをゾーン2に積み込んでいる間、機器がシートをゾーン1で変換します。
6. ロボットがゾーン1の上でパークします。
7. 変換が終了すると、横断線がゾーン2に移動し、そのゾーンでシートを変換します。
8. ゾーン1で変換済みのシートはスタック外に降ろされます。
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9. 新しいシートがゾーン1に積み込まれ、ロボットがゾーン2の上でパークします。
10. ゾーン2が変換されると、横断線がゾーン1に移動し、そこで変換を開始します。
11. ゾーン2のシートは降ろされ、新しいシートがゾーンに積み込まれます。
12. すべてのシートが変換されるまで、シーケンス6-11が繰り返されます。

6.5.1.7 ロボットによるロードとアンロード

マルチゾーングリッパー付きのロボットセルが必要です。
セクションの最後を参照してください。  ⾃動化デバイス 掲載ページ 282
シートが⼊ったスタックがスタック内に配置されます
1. ［開始］を押すと、
2. 横断線がテーブルの端でパークします。
3. ロボットがスタック外の⾼さを測定します。
4. 最初のシートがスタック内からピックアップされ、テーブルに置かれます。
5. ロボットがテーブルの上でパークします。
6. 機器が最初のシートを変換します。
7. 変換が終了すると、横断線がテーブルの端に移動します。
8. 変換済みのシートはスタック外に降ろされます。
9. すべてのシートが変換されるまで、シーケンス4-8が繰り返されます。

6.5.1.8 フィーダースタッカープロダクション

i-BFボードフィーダーとi-MS素材スタッカーが必要です。
コンベアベルトが必要です。

このテーブルプリセットでは、機器にコンベアベルト、フィーダー、スタッカーが設置されてい
ることが必要です。
プロダクションは継続し、シートはコンベアによりフィーダーからピックされ、テーブルに供給
されます。フィード⻑さは、指定されたシートサイズにより決まります。シートサイズは、フィー
ダースタッカーを使った最も効率的な⽅法が得られるフィード⻑さを⾒つけるために使⽤され、
同時または連続積み込み降ろしが選択されます。
• 同時積み降ろしは、最も効率的なプロダクション⽅法です。カット時、シートが⼗分に⼩さ

く、テーブル上のスタッカーのピック位置内に達しない場合にのみ達成可能です。
ジョブをカットする場合、新しいシートはテーブルに供給され、前にカットされたシートがス
タッカーの積み降ろしエリアに単⼀フィードで置かれます。スタッカーが信号を受け取り、次
のコピーがテーブルで⽣産されている間、同時にシートが降ろされます。

• 連続積み降ろしは、シートサイズが同時プロダクションには⻑すぎる場合に選択されます。
シートはスタッカーのピックエリアで供給、カットされます。シートをカットする場合、次の
コピーがテーブルに供給される前にシートは最初にカッティングテーブルから降ろされます。
ジョブ/シートのレジストレーションは、プロダクションタブのレジストレーションで定義さ
れた特定の⽅法で⾏います。プロダクションが終わると、ツールヘッドはツールヘッドパー
クで設定された位置でパークします。⽣産時は、真空は⾃動的にオンになり、ジョブのフィー
ド中や、ジョブが停⽌、完了している間はオフになります。
指定された印刷枚数が⽣産されるまで、シーケンスは繰り返されます。
⽣産時は、真空は⾃動的にオンになり、ジョブのフィード時や、ジョブが停⽌、完了している
ときはオフになります。
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このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。

• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144

6.5.1.9 下⾯カメラによるフィーダープロダクション

ボードフィーダー、下⾯カメラおよびコンベアベルトが必要です。
これは、印刷済みシートの裏⾯からプロダクションを可能にする、ボードフィーダーと下⾯カメ
ラを利⽤するテーブルプリセットです。
下⾯カメラシステムは下からシートをスキャンし、トンボ、シートのエッジとコーナーを配置
し、シートのコーナーに対するジョブ位置を計算します。フィード後、トップカメラはコーナー
を登録し、正しい配置を適⽤します。
素材サイズは 詳細->リソース->マイ素材に追加する必要があります。
フィーダーが正しい距離でフィードを⾏い、カメラが正しくシートをスキャンするには、素材サ
イズが正しく設定されている必要があります。
シーケンスは上記の「シートフィード－前のフィード」に似ていますが、シートフィーダーの代わ
りにボードフィーダーと、トップサイドカメラの代わりにアンダーサイドカメラと⼀緒に使⽤さ
れ、レジストレーションマークを検索します。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• テーブルの前⾯にフィード 掲載ページ 142
• シートフィード⻑ 掲載ページ 143
• プリロードシート 掲載ページ 143
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144
• 素材の反転 掲載ページ 144

6.5.1.10 下⾯カメラを使ったフィーダースタッカープロダクション

i-BFボードフィーダーとi-MS素材スタッカーが必要です。
コンベアベルトが必要です。
下⾯カメラが必要です。

下⾯カメラが使われていること以外は、このテーブルプリセットには、フィーダースタッカープ
ロダクションと同じワークフローがあります。
下⾯カメラシステムは下からシートをスキャンし、トンボ、シートのエッジとコーナーを配置
し、シートのコーナーに対するジョブ位置を計算します。フィード後、トップカメラはコーナー
を登録し、正しい配置を適⽤します。
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このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144
• 素材の反転 掲載ページ 144

6.5.1.11 Mermaid Flexo Automation

コンベアベルトおよびMermaid Automationサーバーへの接続が必要です。セクション ⾃動化デ
バイス 掲載ページ 282 を参照してください。
［開始］を押すと、iPCはアイドリングモードになります。このモードは、テーブルの後端にある
ワッシャーユニットからflexoプレートがロードされ、サーバーから素材仕様を含む製造ジョブに
関する情報が送信されるまで継続します。

コンベアベルトでロードしてプレートを切断すると、iPCはサーバーに報告し、次のプレートが
テーブルに表⽰されて新規ジョブ情報が受信されるまで、再びアイドリングモードに⼊ります。

プロダクションを⾃動的に実⾏するには、素材とプリセットを完全に定義する必要があります。

このテーブルプリセットには、以下の追加設定があります。
• フィード後のダブルブローバック 掲載ページ 142
• テーブルの前⾯にフィード 掲載ページ 142
• シートフィード⻑ 掲載ページ 143
• 最初のシートのプリロードをスキップ 掲載ページ 144
• プリロードシート 掲載ページ 143
• レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ 掲載ページ 144
• 次の後のテーブルを⾶ばす 掲載ページ 144

6.5.2.  その他の設定

6.5.2.1 フィード後のダブルブローバック

1つの追加ブローバックシーケンスが完了し、素材のしわが除去されます。

6.5.2.2 ⼿動真空管理
真空制御はテーブルプリセットに統合されていませんが、オペレータパネルのボタンで処理でき
ます。

6.5.2.3 テーブルの前⾯にフィード
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⾃動的にシートをテーブルの前⾯にフィードします。
フィード⻑は、［オプション］ダイアログのテーブルからフィーダーまでの距離パラメータ
と［作業領域幅］パラメータを使⽤して計算されます。
注：この機能は［シートフィーダー］オペレーションのみ適⽤されます。

6.5.2.4 シートフィード⻑

シートフィーダーを使⽤する際、シートをフィードする距離を設定します。
この値を適切に設定することにより、フィード時間を最⼩化できます。フィード⻑さは通常、シー
ト⻑とほぼ同じか、または少し⼤きくなります。
複数のシートがテーブル上に同時に存在する場合、フィード⻑さを少し⼩さく設定します。
テーブル上の複数のシートが真空ホールドダウンを最⼤化します。
注：この機能は［シートフィーダー］オペレーションのみ適⽤されます。

6.5.2.5 プリロードシート
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プロダクション開始時にロードするシートの数を指定します。
この機能を使い、プロダクション開始前に複数枚のシートをロードします。

6.5.2.6 最初のシートのプリロードをスキップ

最初のシートがすでにテーブルにロードされている場合にこの機能を使います。下⾯カメラが使⽤
されている場合、ジョブ（J)は最後にスキャンされた画像を再度利⽤します。
注：この機能はシートフィーダーまたはボードフィーダーオペレーションにのみ適⽤されます。

6.5.2.7 レジストレーションマークが⾒つからない場合はスキップ

レジストレーショントンボマークまたはコーナーが⾒つからない場合、iPCはSheet Feedまた
はRoll Feedプロダクション中に⾃動的にテーブルを⾶ばします。
テーブルを⾶ばす機能により、シートのロードミスやトンボまたはコーナーの破損が原因でプロ
ダクションが中断するのを⾃動的に防ぎ、iPC実⾏時に⼈の⼿を加える必要性を減らすことができ
ます。
注：連続する2枚のシートでレジストレーションマークまたはコーナーがない場合、実⾏を停⽌し
ます。

6.5.2.8 次の後のテーブルを⾶ばす

［次の後のテーブルを⾶ばす］フィールドに秒数を⼊⼒した場合、テーブルのスキップを遅らせ
ます。
この機能を使い、⼿動で修正する時間を確保できます。

6.5.2.9 素材の反転
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この機能を使い、シートがテーブルの⻑さまたは幅を軸として回転しているかどうかを判断する
ことができます。セクション リバース処理を含むジョブ 掲載ページ 248 の最後にある回転およ
び天地反転の定義を参照してください。
注：この機能はアンダーサイドカメラに関するオペレーションにのみ適⽤されます。

6.6.  レジストレーションについて

6.6.1.  レジストレーションマークの追加

カットに印刷の位置合わせを完璧にするためには、お使いのiPCデバイスで⾏うすべての印刷ジョ
ブにレジストレーションマークが含まれている必要があります。
印刷およびカットファイルの両⽅にレジストレーションマークを追加することで、印刷されたグ
ラフィックにカットパスを登録するためにiPCが必要とする情報を提供することができます。
レジストレーションマークの配置と合計数は、必要な断裁許容誤差および予想される歪曲の値に
依存します。
i-cutレイアウトはEskoのソフトウェアパッケージで、レジストレーションマークの追加プロセス
を⾃動化する機能を提供します。
ai-cutにも同じアルゴリズムが使⽤されています。ai-cutはIllustrator®⽤のプラグインです。
これらのツールを使⽤することで、レジストレーションマークの追加プロセスを⾮常に簡素化し
ますが、このセクションで説明する基本コンセプトは理解しておく必要があります。
ai-cutの詳細については、 ai-cutの使⽤ 掲載ページ 344 を参照してください。

レジストレーションマークが4つのみで、歪ん
だグラフィックの三⾓測量の質が低い。

レジストレーションマークが8つあり、歪んだ
グラフィックの三⾓測量の質が向上した。

iPCがレジストレーションによってできることを理解することで、ジョブにいくつのトンボを追加
するか、またそれらのトンボをどこに配置するかを決定するのに役⽴ちます。レジストレーショ
ンの詳細は、 レジストレーションタイプ 掲載ページ 73 を参照してください。
最⾼の補正のために、レジストレーションマークはカットパスのまわり、およびカットパスの内
側（可能な場合）に、お互いに三⾓関係になるように配置する必要があります。許容誤差が少ない
ジョブではより多くのレジストレーションマークが必要となります。
トンボが多いほど各三⾓形の領域が⼩さくなり、iPCはその領域でより正確な歪み補正を⾏うこと
ができます。
ジョブ内に他よりも重要な特定の領域がある場合は、より多くのレジストレーションマークがそ
の領域に追加される必要があります。印刷済みジョブではどの程度歪みが発⽣するかを予想するこ
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とは難しいため、常に必要だと思われる数よりも多くのレジストレーションマークを含むことを
推奨します。
不必要なレジストレーションマークは後にiPCで削除することが可能ですが、ジョブが印刷された
後にレジストレーションマークを追加することはできません。
カッティングテーブルよりも⻑いジョブは、iPCによりセクションに分割され⽣産されます。これ
らの分割に沿ってレジストレーションマークを追加することで、セクション間のカットパスのレ
ジストレーションと位置合わせを向上します。

6.6.2.  レジストレーションマークの種類

円: 3 mm < D < 12 mm 1/8 in. < D < 1/2 in.

マスク： D >= d +  mm D >= d + / in.

ドーナッツ: 4 mm < D < 12 mm 5/32 in. < D < 1/2 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

クロス: 4 mm < D < 15 mm 5/32 in. < D < 19/32 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

iPCは、円、マスク、ドーナツ、クロスのつの種類のレジストレーションマークをサポートしま
す。
マシンはこれらのレジストレーションマークを検索し、⾃動的に検出します。
そのため、レジストレーションマークの種類を指定する機能はありません。
ほぼすべての状況においてもっとも最適なタイプは円です。反射率が⾼い場合、または印刷され
たレジストレーションマークと背景の⾊との間のコントラストが不⼗分な場合には、ドーナツ形
状のほうがiPCがトンボを読み取りやすい可能性があります。
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6.6.2.1 レジストレーションマークに関する重要事項
以下は、レジストレーションマークレイヤーを理解するためのルールです。
• 閉じたコンタは、幾何学的中⼼に配置するレジストレーションマークとなる。
• 3つの曲線点を持つ曲線は、コーナーを検出する。
• 2つの曲線点を持つ曲線は、エッジを検出する。

仮に、⼊⼒ファイルの中に2本の直線が単純に
交差しているとします。すると、この⼊⼒か
ら得られた出⼒は、予想もしないものとなる
でしょう。即ち、2本の公差線は、2つのコー
ナー、或いは3つのエッジと解釈されるかもし
れません。
このようにコンタは、閉じたものを使ってく
ださい。

6.6.3.  補正タイプ

補正タイプは、iPCがレジストレーションマークを読み取って得た情報に基づき、どのように［パ
スの切断］を登録および修正するかを決定します。
使⽤できる補正タイプは次の通りです。

• 配置
• カーブの登録
• ジョブの移動
• レイヤーの登録
• リニア補正
• 完全補正
ここでは画像を完了するために、レジストレーションマークを使⽤しない2つのレジストレーショ
ン⼿法を説明しています。
• レジストレーションマークなし、定規を使⽤
• エッジ認識
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レジストレーションマークなし、定規を使⽤

シートを定規に対して配置することで、正しい
断裁を⾏うことができます。

グラフィックスがシートコーナーを基準に正
しく配置されていることが前提条件となりま
す。

注：
• カッティングテーブルに定規が設置されていることが前提条件となります。
• 形状からリファレンスポイントまでのオフセットがわかっている必要があります。
• この⼿法は、断裁の位置合わせが必要なグラフィックスがジョブに含まれる場合は推奨されま

せん。

エッジ認識

シート位置が不明、断裁が誤
り

シート位置はエッジ認識から
取得されます

断裁が完璧
グラフィックスがシートコー
ナーを基準に正しく配置され
ていることが前提条件となり
ます。

注：
• 形状からシート枠までのオフセットがわかっている必要があります（ジョブのバウンディング

ボックス）。
• ストレートシートコーナーが推定されています。
• 補正が⾏われないため、この⼿法は推奨されません。

配置
これはレジストレーションの中でも最もシンプルな⽅法であり、すべての レイヤーのすべての曲
線を1つのものとして回転および配置します。
曲線のサイズ、形状、相対位置はすべて保持され、構造デザインには重要です。
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グラフィックスの配置と回転は不明です レジストレーションマークを使い正しい位置
情報を得ます。

カーブの登録
それぞれの曲線は、ファイルで定義された正確なサイズと形状で作成されますが、ファイル上の
ほかのすべての曲線とは個別に登録されます。印刷されたジョブの位置および回転による変更を補
正します。ジョブに多くの形状があり、各形状がその元のサイズを維持する必要がある場合、⼀般
的にこれが使⽤されます。

グラフィックスの配置と回転は不明です。 レジストレーションマークを使って各曲線の
位置や回転を個別に変更します。

ジョブの移動
これはカーブの登録と似ていますが、グローバル回転が付いています。

• 各曲線はオリジナルのサイズと形を維持します。
• 各曲線は、その重⼼と特定のカーブの近傍の局所的な歪みに応じて個別に動きます。
• 各曲線は、全体の測定された回転量に基づいて回転します。
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グラフィックスの配置と回転は不明です 以下の操作を⾏う場合には、レジストレー
ションマークを使⽤します。
• 各曲線の配置を個別に修正する。
• 各曲線の回転を、全ての曲線に対する全体

の計算された回転量に従って修正する。

レイヤーの登録
カーブの登録と同様、このレジストレーションタイプは各レイヤーを個別に補正します。各レイ
ヤー上のすべての曲線は、正確なサイズ、形状、相対位置を維持します。

リニア補正
この⾒当タイプは2番⽬に⾼いレベルの補正を⾏います。
リニア補正が選択された場合、iPCは平均的な補正をそれぞれの曲線に適⽤します。印刷されたグ
ラフィックでは、すべての曲線のサイズ、形状、オフセットおよび回転は、直線歪みの補正のた
め変更されています。完全補正がより優れたレジストレーションと補正を可能にするため、リニア
補正が使われることはあまりありませんが、オプションとして含まれています。

グラフィックスの配置、回転およびサイズは
不明です。

レジストレーションマークを使⽤して、断裁の
位置、回転、および尺度を修正します。

完全補正
選択された場合、iPCは各曲線のそれぞれのポイントを、そのポイントのもっとも近くにある3つ
のレジストレーションマークの配置に従って個別に調整します。
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この機能は、オフセット、スケール、回転、スキュー、複合パス補正など、すべてのタイプの歪
みを補正します。完全補正は使⽤可能な最⾼レベルの補正であり、パスの切断と印刷されたグラ
フィックのもっとも近い⼀致を可能にします。

グラフィックスの配置と形状は不明です レジストレーションマークを使⽤し、グラ
フィックの形状を再計算します。

6.6.4.  補正タイプについて

それぞれのジョブに対し1つの⾒当タイプが選択されます。（［開いているジョブ］->［プロダク
ションのセットアップ］->［レジストレーション］）。
⼤きなブリードで印刷されるジョブ、正確な全体のサイズを維持しなければならないジョブの場
合、または正確に相対的なサイズを維持しなければならないカットを含むジョブの場合は、配
置、カーブの登録、レイヤーの登録を使⽤する必要がある場合があります。
それぞれのパスや、パスのグループの外側エッジのまわりにいくつかのトンボをつけることで、こ
れらのレジストレーションタイプに⼗分な情報を提供します。
正確な印刷レジストレーションに切断、または正確な外側ボーダーが必要とされるジョブは、完
全補正で作成する必要があります。
フレキシブルな素材やグラフィックを適⽤した素材など、不安定な素材もまた、適切なレジス
トレーションのために完全補正を必要とします。しかし、フレキシブルな素材は普通伸ばされて
います。アプリケーションによっては、元のサイズを保つことが必要になります。こうした場合
と、ジョブがテーブルより⻑い場合は特に、補正タイプとしてカーブの登録をお勧めします。
スクリーン印刷など、従来の印刷⽅法で作成されたジョブは、⼤きな歪みを含みます。
⼀般的にデジタル印刷のほうが歪みは少ないですが、精度はプリンターによって異なります。ただ
し、少ない許容誤差でデジタル印刷されるジョブで、特にジョブがフレキシブルな素材に印刷さ
れる場合は、補正が必要となります。

6.7.  iPCのためのファイル準備

6.7.1.  ファイルの種類

 iPC⼊⼒ファイル

                                                                                                                                                                                                             151 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



iPC取り込みで使⽤できるファイルの種類は次の通りです。
• iPCファイル：.cut、.script、.cgf、.layout、.queue。
• カーブファイル：.acm、.ard、.mfg、.dxf、.ai、.pdf、.cf、.ds、.cfg。
• バンドルファイル：.dfscut、.zip。
ファイル準備にはAdobe Illustrator®が広く使われていますが、ベクトルベースのデザインまたは
製図ソフトウェアで、互換性のあるファイルタイプで書き出しが可能なソフトウェアであればど
れでも使⽤できます。

 iPCファイル、説明

.cut
iPCにバイナリ―の.cutとして保存されたジョブは、そのファイルのすべての設定を含みます。
そのため、.cutファイルを取り込む際は、すべてのプリセットは無効となります。
注：i-scriptファイルは拡張⼦に.scriptのかわりに.cutを使うことが多くあります。

i-script
i-script からの出⼒ワークフローです。
グラフィックファイルから分離されたカットデータが含まれています。
i-scriptファイルのファイルエクステンションは、通常 .cutです
詳細については、 i-script 掲載ページ 345 を参照してください。

.cgf
i-scriptに⾮常に類似したフォーマット、通常はバンドルファイルに.jdfファイルと組み合わせられ
る。

.layout
このファイルの種類には、iPCバージョン2.1以降で作成され、保存されたネストされたレイアウ
トが含まれています。

.queue
複数のジョブを順番に⽣産するバッチプロダクションです。ファイルは、［オプション］->［接
続］ダイアログで指定した［バッチ送信］ホットフォルダを介してバッチに追加されます。

バンドルファイル
.cgfファイルのカットデータとjdfファイルのメタデータを含み、またプリントプレビュー⽤のpng
ファイルを含むこともある。これらのファイルは⼀緒に圧縮されます。DFSアプリケーションから
来た場合、ファイルの拡張⼦は、.zipではなく、.dfscutとなります。バンドルファイルに素材と
マッピングを選択することはできません。XXX
JDFワークフロー セクションを参照してください。
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6.7.2.  パスの切断を定義

iPCに取り込まれたすべてのジョブは、ラインセグメント、円弧、Bezierポイントなどでできたベ
クター曲線である切断パスが必要です。これらのパスは通常、［デザインソフトウェア］でデザイ
ンおよび定義されます。
完了したジョブのカット品質は、作成した切断パスの品質が直接的な影響を持ちます。iPCには、
切断パスの品質を最適化し、処理スピードを向上する基本なツールがありますが、下⼿に描かれ
たパスは質の悪い断裁結果を⽣み出します。
最⾼の切断パスとは、最もシンプルで、複雑な詳細の周囲を完全に包み込む滑らかな曲線です。
質の低い切断パスとは、レジストレーションをいったりきたりする曲線や、過剰な数のポイン
トで作られたでこぼこした曲線などです。ラスターグラフィックのベクトル化は、質の低い曲線
を⽣成することが多くあり、断裁の前に⼿動でリファインする必要があります。印刷されたグラ
フィックと断裁の間のレジストレーションを確保するには、各切断パスとレジストレーション
マークが、関連するグラフィックとプリントファイルのレジストレーションマークに対して完璧
に位置合わせされている必要があります。
ArtiosCADなどの構造デザインシステムで⽣成されたジョブは、最⾼の断裁品質のために最適化さ
れるため、さらなる最適化は必要ありません。

通常、断裁とプリントデータは同時に作成され、ジョブが作成される前に2つのファイルに分けら
れます。このファイル分離は⼿動で印刷前に⾏うことができます。または、そのジョブがデジタル
印刷される場合、i-scriptワークフロー が互換性のあるRIPソフトウェアを有効にし、印刷デバイ
スに出⼒する前に⾃動的にファイルを分離します。

6.8.  ツールの設定

［メニューバー］-> ［アドバンスト］->［ツールの設定］
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この機能で、ツール設定を維持することができます。
このダイアログで設定するツール設定は、異なるレイヤーでツールが選択された場合に初期設定
として使われます。
初期設定は2つの要素から成ります。
1. この設定はツールと関係があるか？
2. ［はい］の場合、デフォルト値は何にすべきか？
これらの設定は、サプライヤーが各ツールに対して慎重に定義したものであり、変更は資格を
持った⼈によってのみ⾏われる必要があります。

レイヤーで使⽤された場合、ツール設定は特定のジョブに適するように修正が可能です。
レイヤー内でツール設定の修正を⾏った場合でも、このダイアログで維持される⼀般的なツール
設定は修正されません。

このダイアログのパラメータの種類と数は、選択されたツールによって変わります。

ここでは各ツールのダイアログは⽰しませんが、すべてのツールをカバーするパラメータの⼀覧
を⽰します。

名前
ドロップダウンリストから、編集するツールを選択します。
注：ドロップダウンリストではすべての選択可能なツールが表⽰されます。
通常、カスタマーサイトでは、サブセットのみが使⽤可能です。
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タイプ
ドロップダウンリストからこのツールに使⽤するツールタイプを選びます。
いくつかのツールでは、ツールプリセットを使⽤する際、正しいツールタイプが必要です。

デフォルトツールチップ
ドロップダウンリストから、このツールに使⽤するナイフブレード、ミリングビットまたは罫線
ホイールを選択します。

速度
このツールの実⾏速度を指定します。

加速度
使⽤可能な最⼤加速度の%値として使⽤される加速度を指定します。

深さフルート依存
有効な場合、フルート全体の深さおよびフルートに沿った深さを個別に指定できます。

上部から参照された深さ

有効な場合、奥⾏きは素材の上からの距離を指します。
無効な場合、奥⾏きはカッティングアンダーレイの上からの距離を指します。

沿った深さ

フルートに沿う⽅向のカットおよび罫線の深さを指定します。
素材の厚さの%か、またはmm /インチで指定ができます。

全体の深さ

フルート全体の⽅向のカットおよび罫線の深さを指定します。
素材の厚さの%か、またはmm /インチで指定ができます。
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ツール アップ⾓度
⽅向転換がこの⾓度よりも⼤きい場合、コーナーでツールが持ち上げられます。
次の規則が適⽤されます。

• ツールアップ⾓度はナイフツールについてのみ有効です。
• ツールアップ⾓度のデフォルト値は、30度です。
注記！
以下のケースでは、ツールアップ⾓度は14度となります。

• ツールはRotaCut Knifeである。
• ツールがラグ値を持っている。
• ツールが円調整値を持っている。
• ツールが幅値を持っている。

ツール選択で停⽌ 掲載ページ 252
このツールが選択された場合、実⾏は停⽌され、オペレータの介⼊を待機します。
編集に失敗では、実⾏が停⽌する際に表⽰されるテキストを追加します。
編集フィールドが空の場合、デフォルトテキストが表⽰されます。

ナイフオーバーカット
線の始点と終点にオフセットを追加します。
コーナーの正しいカットを実現するためにこの機能を使います。
正および負の値、双⽅が使⽤可能です。

弧を線に変換
すべての関連したツールの［ツールの設定］で設定できます。
この機能は、ツールプリセットにも含まれます。
以下のセクションより半径が短い場合、円弧からラインを参照してください
形状の最適化 掲載ページ 199 。

回転補正

このパラメータを使⽤して、素材および使⽤ケースを試す際、Vノッチ / ベベルカット 品質を最適
化できます。この機能により、ナイフブレードがプリロードされ、システムの機械的柔軟性が克服
されます。

円調整
ナイフでカッティングを⾏う際、このパラメータを使って円の品質を調整します。
パラメータの値を増減すると円の半径が増減します。
テストサンプルを使って、設定が最適であることを確認してください。
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リバース処理
このレイヤーがシートの反対 側で実⾏される場合に指定します。

ミシン⽬パターン
以下の操作を求められます。

• Pit - ミシン⽬のピットの⻑さを指定する
• Land - ミシン⽬のランドの⻑さを指定する
• Continuous Movement - ミシン⽬パターンが⽣成されている間、機械は連続して動いてい

る。その結果、パターンは計器通りに正確なものではない。
マルチパス(M)
詳細は、マルチパスの深さ を参照ください。

6.8.1.  奥⾏き制御、ツール

⼀部のツールでは、最⼤許可深さが制限されます。

ツール 最⼤許可深さ (mm/in.)

HD 罫線加⼯ 5 mm/0.2 in.

罫線ツール 5 mm/0.2 in.

MicroCut ツール 2 mm/0.08 in.

ドリルツール 2 mm/0.08 in.

Milling Tool 1 mm/0.04 in.
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7.  利⽤開始

ソフトウェアインストールのインストラクションは、別に設けられた章「ソフトウェアのインス
トール」 をご覧ください。
インストールが完了すると、iPCがはじめて起動します。

デスクトップアイコンまたはWindowsスタートメニューを使⽤してプログラムを起動
します。

7.1.  起動シーケンス
PCがカッティングテーブルに接続されている場合、以下の起動シーケンスに従ってください。

1. カッティングテーブルに障害物がなく、操作が⾏えるようにする。
2. テーブルのユーザーマニュアルに従いカッティングテーブルの電源を⼊れます。

3.

デスクトップで、iPCアイコンをダブルクリックします。
4. カッティングテーブルで、テーブルのユーザーマニュアルで説明されている起動シーケンスを

完了します。
5. iPCユーザーインタフェースがPC画⾯に表⽰され、開始する準備が整いました。

7.2.  シーケンスをシャットダウン
システムを適切にシャットダウンするためには以下の⼿順に従ってください。

1. テーブルのユーザーマニュアルにある説明に従いカッティングテーブルをシャットダウンしま
す。

2. ［Menu Bar］->［ファイル］->［終了］からiPCを閉じます。
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8.  ジョブの準備および実⾏

注 : 本章では、ジョブ準備の「基本的な」⽅法について説明します。

レイアウトの詳細については、 ジョブ レイアウト 掲載ページ 218 を参照してくださ
い。

 基本的なワークフロー
各ステップを標準化し、最適なプロダクショ
ン Workflowを実現します。

1 ⼊⼒ファイルの取り込み
素材とマッピングを選択します

2 ジョブを開く
ぷ素材を使って、ツーリングプリセット、最
適化プリセット、およびプロダクションプリ
セットの正しい設定を確⽴します。

3 ［ジョブ設定］を修正。
正しいツールがマウントされていることを確
認します。
必要ならば、ジョブ設定のレイヤーやプロダ
クションの修正を⾏います。
ジョブの実⾏準備が完了しています。

4 素材が配置されていることを確認
部品表 - 真空押さえ
Roll Feed - 素材を挿⼊する
シートフィーダー - 素材をロードする

5 ［開始］を押しジョブを実⾏する
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プロダクションの準備には次の3つの⽅法があります。
1. 既に準備され保存したカットファイルを開き、プロデュースを選択します。

2. 事前に定義した設定を使ってジョブを作成します。
• 適切な素材を選択します。
• 適切なマッピングを選択します。
• プロダクションを実⾏します。

3. ⼿動設定でジョブを作成：
この⽅法は、素材のマッピングがプリセットされていないとき、またはプリセットの設定を変
更したいときの代替法です。

• 適切な素材を選択します。
• 適切なマッピングを選択します。
• 適切なツールプリセットを選択します。
• 適切なプロダクションプリセットを選択します。
• レイヤーとプロダクションを修正します。
• プロダクションを実⾏します。

基本ワークフローが次の図で⽰されています。

次の章でそれぞれの⼿順を解説しています。

8.1.  ファイル取り込み

8.1.1.  マイジョブリスト

8.1.1.1 ファイルをマイジョブリストに取り込む
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［Menu Bar］->［ファイル］->［ファイルを開く］

［マイジョブアクション］->［追加...］

［マイジョブアクション］->［アクション］->［追加...］

素材
選択済みの⼊⼒ファイルを取り込む際、使⽤する素材 を選択します。
ファイルからのデフォルト選択を使えば、⼊⼒ファイルから素材情報が（もしあれば）取得され
ます。

素材を選択すれば、その素材に適したプロダクションプリセットと最適化プリセットに加えて、
⼀組のツールプリセット（これらのプリセットで素材をマッピングします）にもアクセスするこ
とが可能となります。
この素材が最重要というコンセプトについてのさらなる情報は、 素材が最重要 掲載ページ 109
をご覧ください。
マッピング
選択済みの⼊⼒ファイルを取り込む際、使⽤するマッピング を選びます。
異なるマッピングを選択すると、⼊⼒ファイルからiPCジョブへどのように情報を移動するかにつ
いて、異なるルールを指定することになります。

8.1.1.2 マイジョブのオプション
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［マイジョブリスト］のファイルにはいくつかのオプションが⽤意されています。
• ［マイジョブ］->［ジョブ情報］による更新
• ジョブを推定
• リストからファイルを追加または削除
• 異なるパラメータでソート
詳細については、マイジョブリスト を参照してください。

8.1.2.  ジョブを開く

［マイジョブリスト］のファイルをダブルクリックします。

［マイジョブアクション］->［開く］。
［マイジョブリスト］で現在選択されているファイルに基づき、ジョブが開き
ます。

［マイジョブアクション］->［アクション］->［開く］。
［マイジョブリスト］で現在選択されているファイルに基づき、ジョブが開き
ます。

詳細については、ジョブを開く を参照してください

8.2.  開いているジョブ

［Job Bar］->［ジョブを選択］

あるジョブが開いている時、その開いているジョブのジョブタブがハイライトされます。
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8.2.1.  Layers View / Production View

開いているジョブでは幅広い表⽰オプションが可能です。

[ズームエリア]を定義 ズームイン ズームアウト

[ジョブ]をウィンドウいっぱ
いに表⽰

[カッティングテーブル] の写
真をウィンドウいっぱいに表
⽰

テーブルルーラーを表⽰
(Production view)

ルーラーを表⽰
（レイヤービュー）

バウンディングボックス 素材サイズを表⽰
(Production view)

パーク位置を表⽰
(Production view)

曲線点を表⽰
（レイヤービュー）

曲線⽅向を表⽰
（レイヤービュー）

ツールパスを表⽰ ポイントの編集
（レイヤービュー）

真空ゾーンを表⽰
(Production view)

リファレンスポイントを表⽰
(Production view)

右回りにジョブを回転 左回りにジョブを回転
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8.2.2.  開いているジョブの編集

開いているジョブでは幅広い編集オプションが可能です。
• ジョブ修正  - ジョブ全体を編集します。
• 曲線修正  - 選択した曲線を編集します。
• 曲線ポイント修正  - 単⼀曲線を編集します。

8.3.  レイヤーの準備

プロダクションの準備は2つの主なタスクで構成されています。
• レイヤー設定が適切であることを確認します。
• プロダクションのセットアップが適切であることを確認します。

8.3.1.  レイヤー設定、⼿動

8.3.1.1 レイヤーの編集
各レイヤーで使⽤するツールおよびツールパラメータを指定します。

詳細については、開いているジョブ、レイヤー を参照してください。

8.3.2.  素材を使ったレイヤー設定

素材を選択します。
素材を選択することで、その素材⽤にマッピングされ、事前に定義された⼀組のツールプリセッ
トが選択されます。

                                                                                                                                                                                                             164 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



8.3.3.  ツールプリセットを使⽤したレイヤー設定

ツールプリセットを選択するには次の⽅法があります。
• 最後に使ったツールプリセットのリストの中からその最上位にあるツールプリセットを選択す

る。
• ｘｘｘを使ってツールプリセットを選択する  ツーリングプリセットウィザードを選択 掲載

ページ 39

いずれの選択⽅法でもレイヤー設定が可能です。
後でレイヤー設定を変更し、最後に以下のようにして変更を保存することも可能です。
• 「ツールプリセットとして保存」を使って保存する。
• 「現在のツールプリセットを更新」を使ってアップデートする。

8.3.4.  レイヤーの修正

［レイヤー設定］の修正が可能です。
詳細については、開いているジョブ、レイヤー を参照してください。

8.4.  プロダクションの準備
プロダクションプリセットを選択します。

必要ならば、利⽤可能な機能を使って選択済みのプリセットを修正したり、独⾃のプロダクショ
ン設定を作成します。

8.4.1.  印刷枚数

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［コピーと品質］

このダイアログで、以下の設定を⾏います。

• 印刷部数 - 作成する印刷枚数を指定します。詳細情報 。
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• 品質 - ⽬的のパフォーマンスを選択します。詳細情報 。

8.4.2.  素材処理

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［素材処理］

セクション テーブルプリセット 掲載ページ 137 を参照してください。

8.4.3.  レジストレーション

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［レジストレーショ
ン］

このダイアログで、以下の設定を⾏います。
• レジストレーションタイプ - レジストレーションマーク、エッジ認識、コーナーおよびトン

ボ、下⾯レジストレーションまたはテーブルルーラーを使⽤して選択します。
詳細については、 レジストレーションタイプ 掲載ページ 73 を参照してください。

トンボマークの使⽤
• 補正タイプ - 補正タイプを選択します。
• 検索領域 - カメラがレジストレーションマークを検索する領域のサイズを選択します。
• 最初のマスクの確認をする - ジョブの最初のレジストレーションマークで、常に確認画⾯を表

⽰します。
• 適応レジストレーション - レジストレーションを最適化する場合に選択します。速度または精

度のどちらを優先するかを選びます。

エッジ認識の使⽤
• シート位置 - そのジョブのメイン基準点から囲んでいる⻑⽅形までの距離を指定します。
• エッジの距離を確認 - 使⽤する測定距離を指定します。
• チェック⽅向 - 測定する⽅向を選択します。
• 検知モード - 使⽤する検知モードを選択します。
詳細については、 レジストレーション 掲載ページ 73 を参照してください。

                                                                                                                                                                                                             166 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



8.4.4.  配置

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［配置］

このダイアログで、以下の設定を⾏います。
• リファレンスポイント - 使⽤するリファレンスポイントを選択します。
• 内部オフセットの削除 - 開いているジョブの左下コーナーが、現在選択されているリファレン

スポイント+素材配置+ジョブオフセットに配置されます。
• オフセット。

オフセットは、次の2つのセクションに分かれています。素材配置およびジョブオフセット。
素材配置 - 選択した基準点に相対したシートに対して、XとYのオフセットを⼊⼒します。
ジョブオフセット - シートのコーナーに相対したバウンディングボックスに対してオフセッ
トを⼊⼒します。

詳細については、 配置 掲載ページ 77 を参照してください。

8.4.5.  ステップアンドリピート

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［ステップアンドリ
ピート］

このダイアログでは1つのテーブル上でXおよびYに沿って配置される印刷枚数を指定します。
ステップまたはギャップの値を指定します。
詳細については、 ステップアンドリピート 掲載ページ 79 を参照してください。

8.4.6.  ツールヘッドパーク

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［ツールヘッドパー
ク］

ジョブが完了した後のパーク位置を指定します。
詳細については、 ツールヘッドパーク 掲載ページ 80 を参照してください。

8.5.  ジョブの保存
プロダクションの準備プロセスのいずれのステージにおいても、開いているジョブを後に使⽤す
るために保存することができます。
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［Menu Bar］->［ファイル］->［ジョブの保存］

［Menu Bar］->［ファイル］->［名前を付けてジョブを保存...］

開いているジョブはiPC .cutファイル形式で保存されます。
iPC内のレイヤーを修正した場合、プロダクションのセットアップまたは形状を変更した場合、
ジョブを保存することを推奨します。
関連情報は、外部形式以外はすべて.cut形式で保存されます。
保存したジョブファイルを開く場合は、標準の［ファイルオープン］機能を使います。

8.6.  ジョブを実⾏

ジョブを実⾏する簡単な例をいくつか、下で説明します。さらに複雑なジョブについては、
ジョブ代替、詳細 掲載ページ 218 。

8.6.1.  ジョブを実⾏

開いているジョブを開始するには、オペレータパネルの開始を押します。

以下の場合、実⾏が開始します。

カッティングテーブルが起動、動作しており、実⾏準備が完了している場合
「カッティングテーブルユーザーマニュアル」を参照して下さい。

ジョブが適切に準備された場合
実⾏準備完了 掲載ページ 37 を参照してください。
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8.6.2.  ジョブの実⾏、レジストレーションなし

トンボを使⽤せずにジョブを実⾏するための具体的な⼿順は次のとおりです。
1. ジョブはトンボレイヤーを含みません。
2. 部品表を［カッティングテーブル］に配置します。
3. 固定基準ポイントを使う場合、部品表をリファレンスポイントに対して正しく配置します。可

能であれば、テーブルルーラーの使⽤をお勧めします。
4. ［ユーザー定義リファレンスポイント］を使⽤する場合、シートにリファレンスポイントが正

しく配置されていることを確認します。

さらに詳しい情報は、「カッティングテーブルユーザーマニュアル」を参照してください。

8.6.3.  ジョブを実⾏、トンボ読み込み

トンボを使⽤したジョブを実⾏するための具体的な⼿順は次のとおりです。
1. ジョブはツールタイプ = カメラのトンボレイヤーを含みます。
2. トンボを使⽤したレジストレーションが有効です。
3. 適切な［補正タイプ］が選択されています。

8.6.3.1 レジストレーショントンボマークを確認します

次のいずれかを選択。
• ⾃動カメラ検出
• ⼿動レジストレーション

素材上にあるレジストレーショントンボマー
クが［ジョブの表⽰］でハイライトされてい
るものと⼀致している必要があります
キーボードの⽮印、または［オペレータパネ
ル］を使い正しい位置にジョグします。
正しいマークが⾒つけ、確認をします。
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これが正しいレジストレーショントンボマークであることを確認します
同様の確認が以下の⼿順でも可能です。
• コンピュータのキーボードの［Enter］を押します。
• ［オペレータパネル］から開始します。

トンボ間を移動します

最後のレジストレーショントンボマークに移動します

最初のレジストレーショントンボマークに移動します

8.6.3.2 カメラ設定調整

レジストレーションダイアログ > カメラ設定

スライダを使⽤すると、ざまざまな素材に対し
てカメラの輝度とコントラストを容易に調整
できます。

8.6.4.  レーザーポインタを使⽤したレジストレーションとジョブの実⾏

カメラがない場合、レーザーポインターをレジストレーションに使⽤します。
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以下はその際に従うべき特別の⼿順です
1. ジョブはツール = カメラのトンボレイヤーを含みます。
2. トンボを使⽤したレジストレーションが有効です。
3. 適切な［補正タイプ］が選択されています。
レーザーポインターはポインティングデバイスとして使⽤されます。

8.6.5.  エッジ認識を使ったジョブの実⾏

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［レジストレーショ
ン］->［⾒当タイプ］->［エッジ認識］

エッジ認識を使⽤したジョブを実⾏するための具体的な⼿順は次のとおりです。
1. ジョブにおける、シート枠と形状（囲んでいる⻑⽅形）からのオフセットを定義します。

距離は［プロダクションのセットアップ］->［配置］->［オフセット］から⼊⼒します。
2. エッジ認識を使⽤したレジストレーションが有効です。
3. 詳細については、 エッジ認識の使⽤ 掲載ページ 75 を参照してください。
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9.  ジョブの編集、詳細

すべての描画と曲線の編集は通常、iPCにファイルを取り込む前に使⽤するCADシステムおよび
ジョブ準備ソフトウェアによって完了します。
iPCはデザインプログラムとして意図されていませんが、取り込んだファイルのマイナー修正を⾏
う基本的なツールがいくつか⽤意されています。
ツールは3つの異なるレベルでグループ化されています。

• ジョブ修正
• 曲線修正
• 曲線点修正

9.1.  ジョブ修正
［ジョブ修正］機能は開いているジョブを1つのエントリとして修正します。

9.1.1.  90度回転CW

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［90度回転CW］

開いているジョブは右回りに90度回転します。

9.1.2.  90度回転CCW

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［90度回転CCW］

開いているジョブは左回りに90度回転します。

9.1.3.  ⽔平反転

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［⽔平ミラー］
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開いているジョブが⽔平にミラー処理されます。

9.1.4.  垂直ミラー

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［垂直ミラー］

開いているジョブが垂直にミラー処理されます。

9.1.5.  ダブルラインとシーケンスを削除

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［ダブルラインとシーケンスを削除］

この機能を以下の例で説明しています。
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⼀連の正⽅形を含み、1つずつ完了するように
プログラムされたジョブがあります。

［ダブルラインとシーケンスを削除］を使い
以下を⾏います。
• ダブルラインを削除することで断裁品質の

向上。
• コーナーまわりを減らすことで断裁品質の

向上。
• ツールオペレーションとコーナーまわりを

減らすことで全体のパフォーマンスを向
上。

• ツールアップ動作を減らすことで全体のパ
フォーマンスを向上。

直線に沿った線セグメントは1つずつ実⾏され
ます。

すべてのX軸線は最初に実⾏されます。

続いてY軸線が実⾏されます。

9.1.6.  ダブルラインを削除し、ギャップ全体に加わる

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［ダブルラインを削除し、ギャップ全体に加わ
る］

この機能を以下の例で説明しています。
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⼀連の正⽅形を含み、1つずつ完了するように
デザインされたジョブがあります。
それぞれの正⽅形の間にはギャップがありま
す。
このエリアは余剰領域のため、線はギャップ
を通り越して延⻑できます。

［ダブルラインを削除し、ギャップ全体に加
わる］を使⽤して以下を⾏います。
• ダブルラインを削除することで断裁品質の

向上。
• コーナーまわりを減らすことで断裁品質の

向上。
• ツールオペレーションとコーナーまわりを

減らすことで全体のパフォーマンスを向
上。

• ツールアップ動作を減らすことで全体のパ
フォーマンスを向上。

直線に沿った線セグメントは1つの継続した線
に統合されます。

すべてのX軸線は最初に実⾏されます。

続いてY軸線が実⾏されます。

注 : この機能が動作する最⼤ギャップサイズは12 mm/0.47 inです。

ジョブが複雑な場合、この機能は時間がかかります。

ここで⽰すように、これは［ステップアンドリピート］に最も適しています。
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9.1.7.  プロダクションに最適化

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［プロダクションに最適化］

［プロダクションに最適化］ダイアログから最適化タイプを選択します。

• 最適化、標準 掲載ページ 118
• 最適化、サンプル作成 掲載ページ 120
注：最適化タイプ = No Optimizationは、最適化プリセットの⼀部としてのみ利⽤可能です。

9.1.7.1 標準最適化

［標準最適化］は主にグラフィックワークフローで使われるファイルを最適化するために使われ
ます。

オープンカーブを接続する

近接するカーブセグメントは接続されます。

                                                                                                                                                                                                             176 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



［オープンカーブを接続する］ を選択すると以下が⾏われます。

• パフォーマンスの向上。
• 断裁品質の向上。
d = ［最⼤距離］でカーブ接続が許可される最⼤距離を指定。

⼩さいカーブを拒否する(R)
⼩さい、独⽴したカーブ要素は省略されます。
［⼩さいカーブを拒否する(R)］を選択すると以下が⾏われます。

• 必要のないカーブと浮遊ポイントの削除。
• パフォーマンスの向上。
• 断裁品質の向上。
d = 最⼤サイズで省略できる曲線セグメントの最⼤サイズを指定。

オーバーカットを回避

⾓度が設定値よりも⼤きい場合、線が裁断され、断裁⽅向は修正されます。
これにより⽬に⾒えるナイフオーバーカットを防ぎます。

曲線⽅向の設定
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曲線実⾏⽅向の全体ルールを指定します。
標準使⽤。
通常、ミリングの際、パスの左側のほうが右側よりも滑らかな表⾯になります。
この機能を使い、製品の品質を最適化します。

内側の曲線⽅向の反転

曲線実⾏⽅向の全体ルールを指定します。
これは［曲線⽅向の設定］機能の延⻑です。上記を参照してください。
⻘い部分が製品の場合で、外側と内側を滑らかな表⾯にする場合、曲線⽅向を内側に反転する必
要があります。

9.1.7.2 最適化、サンプル作成
サンプル作成の最適化は、通常段ボールや厚紙のデザインにおいて、⾼品質のカットと罫線を実
現するために使われます。
以下の点に注意してください。

• ⼤抵のサンプル作成オペレーションはレイヤータイプカットと罫線のみに適⽤されます。
• この機能の関連性は、CADまたはジョブ準備ソフトウェアから書き出す際に最適化が⾏われた

かどうかに依存します。
サンプル作成の最適化で利⽤可能な機能は、EskoのArtiosCADで⾏う最適化と似ています。

次のカテゴリでパラメータを選択します。

• 全般  - ⼀般的な最適化機能です。
• 円形スロット  - 狭いスロットで引き裂きを防ぐための機能です。
• オーバーカットおよびコーナー  - コーナーのオーバーカットや引き裂きを防ぐための機能で

す。
• オーバー罫線  - 罫線中のパフォーマンスを向上するための機能です。
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⼀般

罫線カットバックおよびミシン⽬ホイールカットバック

罫線 / ミシン⽬ホイールの品質を向上します。⽬的の位置より外側の線を防ぎます。
d - 線を短くする際に使う距離。

2番⽬の板⽬ツールのレイヤーの追加
紙⽬に反する罫線の新規レイヤーが作成されます。
別のレイヤーを追加すると、異なる設定やツールを使⽤して、紙⽬に沿った罫線と紙⽬に反する罫
線でより柔軟な設定が可能です。

複数のギャップにわたるカット
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パフォーマンスの向上。

注 : ジョブが複雑な場合、複数のギャップにわたるカットは時間がかかります。

これはステップアンドリピートに最も適しています。

オープンカーブを接続する

近接するカーブセグメントは接続されます。
1つのカーブとしてカットするカーブを開くの最⼤距離を指定します。
［オープンカーブを接続する］ を選択すると以下が⾏われます。

• パフォーマンスの向上。
• 断裁品質の向上。
d = ［最⼤距離］でカーブ接続が許可される最⼤距離を指定。

⼩さいカーブを拒否する(R)
⼩さい、独⽴したカーブ要素は省略されます。
［⼩さいカーブを拒否する(R)］を選択すると以下が⾏われます。

• 必要のないカーブと浮遊ポイントの削除。
• パフォーマンスの向上。
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• 断裁品質の向上。
d = 最⼤サイズで省略できる曲線セグメントの最⼤サイズを指定。
ラウンドスロット

ラウンドスロット⽅法、連続カット

素材の引き裂きリスク。
d - 破損最⼩距離。円形スロット⽅法が動作する最⼤距離。
a - 破損最⼩⾓度。円形スロット⽅法が動作する最⼤⾓度。

円形スロット⽅法、直前の線をリバース
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素材の引き裂きリスクの低減。

円形スロット⽅法、「短い」線を最後にカット

素材の引き裂きリスクの低減。
オーバーカットとコーナー
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T接点での⼊れ替え

素材の引き裂きリスクの低減。

接続コーナーのライン分割

コーナーの断裁品質の向上。

⾃動円コーナー
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コーナーの断裁品質の向上。
r - 半径。コーナーの半径。
L - 隣り合っている線セグメントの⻑さ。この機能はLが指定された値より⼤きいコーナーで動作し
ます。
オーバークリース

オーバー罫線への最⼤⻑さ

罫線はカット線の上も継続して引かれます。
パフォーマンスの向上。
L - この機能が動作する線要素の最⼤⻑さ。

オーバー罫線への最⼤ギャップ
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罫線はギャップの上も継続して引かれます。
パフォーマンスの向上。
L - この機能が動作するギャップの最⼤⻑さ。

9.1.8.  内部オフセットを削除

Menu Bar->ジョブ（J)-> 内部オフセットの削除

内部オフセットを削除

⼊⼒ファイルで使われている（0,0）からのオフセットは削除されます。開いているジョブの左下
コーナーが、現在選択されているリファレンスポイント+素材配置+ジョブオフセットに配置され
ます。コーナーは囲んでいる⻑⽅形の左下コーナーです。この機能は、ファイルから新規作成され
たジョブに最も関連するものです。iPCにインポートされたジョブの場合、最適化プリセットの設
定により、.ファイル内のオフセットは無視されるか、開いたときにジョブオフセットに変換され
ます。したがって「内部オフセットを削除」は、iPCでジョブの⼀部が削除されたり、移動された
り、スケール調整されている場合にのみ関係します。
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9.1.9.  開いた曲線を異なるレイヤーに移動

［Menu Bar］->［ジョブ(J)］->［開いた曲線を異なるレイヤーに移動］

ミリングツールを使⽤したウォッシュアウトなど、いくつかの機能で正しく動作するには閉じた
カーブが必要です。
［カーブを開く］を［閉じたカーブ］から区別するためにこの機能を使います。

9.2.  曲線修正
曲線修正は開いているジョブの選択された曲線で実⾏されます。

9.2.1.  曲線を選択

1つの曲線を選択

マウスポインタを使い、修正したい曲線を選択します。
曲線を選択がハイライトされます。

複数の曲線の選択

1) Ctrlを押しながらマウスポインタを使い、修正したい曲線を選択します。
2) マウスポインタを使い、⽬的の曲線のまわりを⻑⽅形で囲みます。
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選択した曲線がハイライトされます。

9.2.2.  移動...

［Menu Bar］->［曲線］->［移動...］

Ctrl+M

表⽰されている⽅向は、選択された［レイヤー表⽰/プロダクション表⽰の⽅
向］を⽰しています。
標準ビューが選択されている場合、これが+X⽅向です。

標準ビューが選択されている場合、これが+Y⽅向です。

距離または［配置］から選択します。

距離
距離を指定して選択された曲線を移動します。

配置
選択された曲線の新しい座標（XとY）を指定します。
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アンカー
新規座標（XとY）のアンカーポイントを選択します。

曲線の中⼼
指定された座標は選択された曲線の中⼼と相対しています。

曲線の左下コーナー
指定された座標は選択された曲線の左下コーナーと相対しています。

オリジナルを維持
選択された曲線のオリジナルは変更されずに保持されます。移動⽤に、選択された曲線のコピーが
作成されます。
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9.2.3.  ジョグ曲線

［メニューバー］->［曲線］->［ジョグ曲線］

Alt + Left、Alt + Right、Alt + Up、Alt + Down

［キーボード⽮印］を使⽤して選択された曲線を移動します。

9.2.4.  曲線のスケール

［Menu Bar］->［曲線］->［スケール］...

Ctrl+T
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ファクタまたはサイズによってスケーリングされます。

スケール
選択された曲線をスケーリングする差に使うスケールファクタを指定します。

サイズ
選択された曲線の新しい、全体サイズを指定します。

縦横⽐を維持する(M)
これを選択すると、オリジナル曲線のX/Y相対⽐が保持されます。

カーブの中⼼から延⻑
スケーリングは選択された曲線の中⼼に対して実⾏されます。
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カーブの左下から延⻑
スケーリングは選択された曲線の左下コーナーに対して実⾏されます。

オリジナルを維持
[選択された曲線]のオリジナルは変更されずに保持されます。
スケーリング⽤に、選択された曲線のコピーが作成されます。

9.2.5.  ミラー曲線

［Menu Bar］->［曲線］->［ミラー反転］...

Ctrl+Shift+M
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選択されたオプションに従い、選択された曲線をミラーおよび反転します。
曲線は［垂直⽅向］または［横⽅向に］ミラーされます。

垂直⽅向(上/下)(V)
垂直ミラーを指定します。

⽔平⽅向(左/右)(H)
⽔平ミラーを指定します。

選択した曲線の中⼼
選択されたミラーは選択された曲線の中⼼付近で実⾏されます。
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すべての曲線の中⼼
選択されたミラーは［すべての曲線］の中⼼付近で実⾏されます。

作業領域の中⼼(W)
選択されたミラーは実際の［作業領域］の中⼼付近で実⾏されます。

オリジナルを維持
[選択された曲線]のオリジナルは変更されずに保持されます。
ミラー⽤に、選択された曲線のコピーが作成されます。

9.2.6.  曲線の回転

Menu Bar->曲線->回転...

Ctrl+Shift+R
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注：曲線やジョブ全体を回転した場合でも、ジョブのフルート/紙⽬⽅向は変更されません。
ただし、フルート/折⽬⽅向も変更させる場合は、[Menu Bar]-> [ジョブ]->[90o回転CWまたは
CCW]から設定が可能です。

右回り/左回り
回転の向きを指定する

選択した曲線の中⼼
回転は選択された曲線の中⼼付近で実⾏されます。
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すべての曲線の中⼼
回転はすべての曲線の中⼼付近で実⾏されます。

作業領域の中⼼(W)
回転は作業領域の中⼼付近で実⾏されます。

オリジナルを維持
[選択された曲線]のオリジナルは変更されずに保持されます。回転⽤に、[選択された曲線]のコ
ピーが作成されます。

9.2.7.  カーブの結合

［Menu Bar］->［曲線］->［統合...］
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［カーブの結合］機能を使い、複数の重なり合った曲線を1つの連続した曲線に結合します。
この機能は、重なり合った⽂字の形状など、複数のオブジェクトから1つの形状を作成する場合に
有効です。

既存のカーブを置換する(R)
新規カーブが既存のカーブを置換します。

新規レイヤーの⽣成
新規カーブが新しいレイヤーに配置されます。
新しいレイヤーの名前を⼊⼒して下さい。

9.2.8.  曲線⽅向の反転

［Menu Bar］->［曲線］->［曲線⽅向の反転］

Ctrl+Shift+I

選択された曲線の実⾏⽅向が反転されます。
この機能は、カーブの分割などのほかの［編集］機能と組み合わせて使い、カット⽅向の最適化
を⾏います。
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9.2.9.  リードイン/リードアウト

［Menu Bar］->［曲線］->［リードイン/リードアウト］

パラメータの説明は、 リードイン/リードアウト 掲載ページ 286 を参照してください。

9.2.10.  ツールオフセット

［Menu Bar］->［曲線］->［ツールオフセット...］
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9.2.10.1 ツールオフセット

［ツールオフセット］はミリングの際、正しいサイズの最終製品を実現するために使⽤されます。
通常ミリングビット直径の補正は［レイヤー］パラメータの［ツールオフセット］および［ツー
ル直径］で⾏われることに注意して下さい。
この［編集］機能を使う主な理由は、［レイヤーオフセット］値を保持し、後で使うためです。
たとえば、［Kiss Cut］レイヤーの外側で特定のオフセットをともなう［レイヤーの切断］を追加
する場合などに使います。

ツール直径
使⽤するツールの直径を指定します。オフセットは直径の半分に設定されます。

どこ
ツールが［閉じたカーブ］の［表⾯］または［内側］にあるべきかを指定します。
ウォッシュアウト。下記を参照してください。

⼩さいカーブを捨て去る
［ウォッシュアウト］は［閉じたカーブ］の全体を細かくミリングする機能です。⼩さい余剰領域
が吸引システムを塞ぐことを防ぎます。
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この機能を使い、しきい値で設定された値よりも⼩さい閉じたカーブをすべてウォッシュアウト
できます。
詳細については、以下を参照してください。

⽅向
ツールの実⾏⽅向を指定します。

既存の曲線を置換
新規曲線が既存の曲線を置換します。

新規レイヤーの⽣成
新規カーブが新しいレイヤーに配置されます。
新しいレイヤーの名前を⼊⼒して下さい。

9.2.10.2 ウォッシュアウト

［Menu Bar］->［曲線］->［ツールオフセット］->［どこ］->［ウォッシュア
ウト］

ウォッシュアウトは閉じたカーブの全体をミリングする機能です。
この機能を使い、［曲線を選択］をウォッシュアウトします。

9.2.11.  形状の最適化

［Menu Bar］->［曲線］->［形状の最適化...］
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最適化は、曲線を線や円弧などの指定された許容誤差に書き直し、曲線の断裁パフォーマンスを
改善します。
曲線はプロダクション時に⾃動的に最適化されますが、［カーブの最適化］機能を使うとプロダ
クションの前に曲線を最適化することができ、曲線をより詳細にコントールすることができます。

許容誤差
曲線は指定された許容誤差を使い⾃動的に最適化されます。
低い値を設定すると、⼊⼒ファイルの品質を保持します。
⾼い値を設定するとパフォーマンスが向上しますが、特定のジオメトリや使⽤する素材によって
は断裁品質が落ちる可能性があります。

⻑いラインの分割(B)
この機能は（⻑い）ラインを指定された⻑さのラインセグメントに分割します。
例1：
カットに印刷配列が⾮常に重要な、フレキシブルな素材を⻑⽅形にカットするとします。
⻑⽅形のコーナーを補正した場合、多くのトンボが作成されますが、結果は最適ではありませ
ん。
短いラインのほうが、より正確なカットに印刷の位置合わせが可能です。
注：［⻑いラインの分割］は、［メニューバー］->［編集］->［オプション］->［プロダクショ
ン］からすべてのジョブに適⽤できます。

半径が以下より短い場合、 円弧からラインに変換します。
この機能は、各セグメント間のナイフ持ち上げを使い、⼩さなラインセグメントの孤を変換しま
す。有効になっている場合、最適化は指定された半径より⼩さなすべての孤に適⽤されます。
厚い素材の⼩さな半径を断裁する場合、この機能を使⽤します。孤を断裁する場合、これにより歪
みやナイフの先端の破壊を避けることができます。

尖った⾓の作成(S)
指定された半径の丸みを帯びた⾓はシャープなコーナーに変換されます。

丸みを帯びた⾓の作成(R)
指定された半径のシャープなコーナーは丸みを帯びた⾓に変換されます。
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既存のカーブを置換する(R)
新規カーブが既存のカーブを置換します。

新規レイヤーの⽣成
新規カーブが新しいレイヤーに配置されます。
新しいレイヤーの名前を⼊⼒して下さい。

線に対する曲線

線に対する曲線はナイフツールにのみ適⽤されます。
半径は線に対する曲線機能を実⾏する最⼤半径です。
直線の⾓度パラメータは固定されます。
この機能の主な⽬的は、切断ナイフブレードに対する⾓度および横⽅向の⼒を最⼩化することで
す。
これは上図のように、円を直線に分割することによって実現されます。
ナイフは2本の線の間のコーナーで持ち上げられ、2本⽬の線の終端に移動します。そこで、ナイ
フを下げて最初の線に戻ります。
これにより、

• ナイフブレードは上部位置で回転します。
• ナイフブレードは切断が⾏われていない場所では素材からの⾼さが低くなります。

注 : この機能により、断裁速度が⼤幅に低下します。

9.2.12.  カーブの除去

［Menu Bar］->［曲線］->［カーブの除去］...

Del

曲線を選択を削除します。
確認をして完了します。
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9.3.  曲線セグメント修正

9.3.1.  曲線セグメントを選択

9.3.1.1 点の編集モードに切り替える

［ツールバー］->［ポイントの編集(P)］

［Menu Bar］->［曲線］->［ポイントの編
集］

9.3.1.2 曲線セグメントを選択
マウスポインタを使い、曲線セグメントを選択します。

9.3.1.3 曲線セグメントの編集メニュー
曲線セグメントをポイントしながら、右マウスボタンをクリックします。
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曲線セグメントの編集メニューが表⽰されます。

• ⾓の追加
• 円弧の追加
• Bezierの追加
• カーブの分割
• カーブを閉じる
• ⾒当マークの追加

9.3.2.  ⾓の追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［⾓の追加］

コーナーポイントを現在の位置に追加します。
現在の位置 - マウスポインタを使い、［曲線を選択］上で位置をポイントします。

9.3.3.  円弧の追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［円弧の追加］

円弧の点を現在の位置に追加します。
現在の位置 - マウスポインタを使い、［曲線を選択］上で位置をポイントします。

9.3.4.  Bezierの追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［Bezierの追
加］

Bezier点を現在の位置に追加します。
現在の位置 - マウスポインタを使い、［曲線を選択］上で位置をポイントします。

9.3.5.  カーブの分割

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブの分
割］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブの分割］
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カーブのセグメントを除去する
現在ポイントしている曲線セグメントを削除します。

ギャップ
ギャップサイズの⻑さのギャップが現在の位置に挿⼊されます。
現在の位置 - マウスポインタを使い、曲線を選択上で位置をポイントします。
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9.3.6.  カーブを閉じる

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブを閉じ
る］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブを閉じる］

［選択された開いた曲線］が閉じられます。

9.3.7.  ⾒当マークの追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの
追加］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの追加］

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当
マークの追加］

レジストレーショントンボマークはマウスポインタの以下の位置に作成されます。
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XおよびY座標位置
新規レジストレーショントンボマークの座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規レジストレーショントンボマークのサイズを指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。
トンボレイヤーはデフォルトです。

9.4.  曲線点修正

9.4.1.  点の選択

9.4.1.1 点の編集モードに切り替える

［ツールバー］->［ポイントの編集(P)］

［Menu Bar］->［曲線］->［ポイントの編
集］
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9.4.1.2 曲線点を選択
マウスポインタを使い、曲線点を選択します。

9.4.1.3 ［曲線点の編集］メニュー
曲線点をポイントしながら、右マウスボタンをクリックします。
［曲線点の編集］メニューが表⽰されます。

• ポイントの編集
• ポイントの削除
• スムース
• ⾒当マークの追加
• スタートポイントとして使⽤
• リードイン/リードアウトの追加
• カーブの分割
• カーブを閉じる

9.4.2.  ポイントの編集

［選択された点］->［右マウスボタンメニュー］->［ポイントの編集］

［選択された点］を新しい位置に移動します。

X/Y
新しい位置の座標を指定します。
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タイプ
コーナータイプを指定します。

• コーナー
• 円弧 - 新しい点が円弧上の点の場合
• Bezier - 新しい点がベジェ曲線上の点の場合
• True Type
• ⼸形
• 接線

9.4.3.  ポイントの削除

［選択された点］->［右マウスボタンメニュー］->［ポイントの除去］

選択された点が削除されます。

9.4.4.  スムース

［選択された点］->［右マウスボタンメニュー］->［スムース］

円弧とBezierポイントにのみ影響します。ポイントを⾃動的に再配置して、隣接ポイントとのス
ムーズなトランジションを作成します。

9.4.5.  ⾒当マークの追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの
追加］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの追加］

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当
マークの追加］
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レジストレーショントンボマークはマウスポインタの以下の位置に作成されます。

XおよびY座標位置
新規レジストレーショントンボマークの座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規レジストレーショントンボマークのサイズを指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。
トンボレイヤーはデフォルトです。
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9.4.6.  スタートポイントとして使⽤

［選択された点］->［右マウスボタンメニュー］->［スタートポイントとして
使⽤］

選択された点がスタートポイントとして使⽤されます。

9.4.7.  リードイン/リードアウトの追加

［選択された点］->［右マウスボタンメニュー］->［リードイン/リードアウト
の追加］
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パラメータの説明は、 リードイン/リードアウト 掲載ページ 286 を参照してください。

9.4.8.  カーブの分割

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブの分
割］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブの分割］

カーブのセグメントを除去する
現在ポイントしている曲線セグメントを削除します。
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ギャップ
ギャップサイズの⻑さのギャップが現在の位置に挿⼊されます。
現在の位置 - マウスポインタを使い、曲線を選択上で位置をポイントします。

9.4.9.  カーブを閉じる

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブを閉じ
る］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［カーブを閉じる］

［選択された開いた曲線］が閉じられます。
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9.5.  新しい形状の追加

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］

使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。
• ⾒当マークの追加
• 正⽅形の追加
• 円の追加
• 楕円の追加
• ⻑⽅形の追加
これは、ユーザーがマウスの右ボタンを押して放したとき、曲線が選択されていないとき、または
選択した曲線から離れた場所をクリックしたときに発⽣します。
ユーザーがマウスの右ボタンを押したままマーキーをドラッグして放すと、レジストレーショ
ンマークを追加以外のすべての同じメニュー項⽬が表⽰されます。この場合、［正⽅形の追
加］、［円の追加］、［楕円の追加］、または［⻑⽅形の追加］が選択されても、ダイアログは
表⽰されません。代わりに、形状がマーキーのサイズに従って描画されます。

9.5.1.  ⾒当マークの追加

［選択した曲線セグメント］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの
追加］

［選択した曲線点］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当マークの追加］

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［⾒当
マークの追加］
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レジストレーショントンボマークはマウスポインタの以下の位置に作成されます。

XおよびY座標位置
新規レジストレーショントンボマークの座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規レジストレーショントンボマークのサイズを指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。
トンボレイヤーはデフォルトです。
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9.5.2.  正⽅形の追加

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［正⽅形
の追加］

［マウスポインタ位置］に正⽅形を追加します。

XおよびY座標位置
新しい正⽅形の座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合指定します。

サイズ
新規正⽅形のサイズを指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。

9.5.3.  円の追加

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［円の追
加］
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マウスポインタ位置に円を追加します。

XおよびY座標位置
新しい円の座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規円のサイズ（直径）を指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。

9.5.4.  楕円の追加

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［楕円の
追加］

マウスポインタ位置に楕円を追加します。

XおよびY座標位置
新しい楕円の座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規楕円のサイズ（X/Y）を指定します。
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レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。

9.5.5.  ⻑⽅形の追加

［Layers View / Production View］->［右マウスボタンメニュー］->［⻑⽅形
の追加］

マウスポインタ位置に⻑⽅形を追加します。

XおよびY座標位置
新しい⻑⽅形の座標を指定します。
ここに値を⼊⼒するとマウスポインタ位置を上書きします。

中央または左下
座標がジョブの中央または左下コーナーに相対する場合に指定します。

サイズ
新規⻑⽅形のサイズ（X/Y）を指定します。

レイヤー
新規曲線のレイヤーを指定します。
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10.  ジョブ代替、詳細

10.1.  ステップアンドリピート

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［ステップアンドリ
ピート］

開いているジョブを複数コピー必要な場合は、ステップアンドリピートを使⽤します。

詳細については、 ステップアンドリピート 掲載ページ 79 を参照してください。

10.2.  ジョブ レイアウト

10.2.1.  はじめに

マイジョブアクション > レイアウトを作成...

異なるデザインを統合し、1つのジョブとして扱う場合は、［ジョブレイアウト］を使⽤します。
通常、この機能は印刷されていない素材の場合のみ関係します。

 必要条件

• 素材はiPCで定義されています
• 素材サイズはiPCで定義されています。
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 ワークフローの概要

レイアウトを作成する際の必要なステップは次の通りです。

 1 ［マイジョブリスト］のジョブ数を選択します。

 2 ［レイアウトを作成］ボタンを押します。

 3 ジョブレイアウトが作成されます。
その名前は「新規レイアウト1」になります。

 4 必要に応じて、素材と素材サイズを選択または変更します。

 5 レイアウトを変更します。ジョブを追加します。ジョブを取り消します。

 6 レイヤーとツールを準備します。

 7 ［プロダクション設定］を準備します。

 8 ジョブを実⾏します。

 ルール

素材について
通常、ジョブレイアウト内で同じ素材を使⽤するジョブを選択します。
異なる素材を使⽤してジョブを選択することができます。
最初に選択されたジョブで使⽤した素材は、ジョブレイアウトの素材として使⽤されます。
ジョブレイアウト、レイヤー設定、およびプロダクションのセットアップの切り替え
通常のワークフローは、ジョブレイアウト > レイヤー設定 > プロダクションのセットアップです。
ジョブレイアウトに戻って変更を⾏う場合、変更する内容によっては、 レイヤー設定とプロダク
ションのセットアップで⾏った変更が失われることがあります。
そのため、続⾏する前にレイアウトが正しいことを確認してください。
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10.2.2.  ジョブレイアウトを作成

マイジョブリストで、レイアウトに必要なジョ
ブを選択します。
CtrlキーまたはShiftキーを押しながら複数の
ジョブを選択します。

［マイジョブアクション］ > ［レイアウトを
作成］をクリックします。

新規ジョブレイアウトが作成されました。

10.2.3.  ジョブレイアウト機能

1 - 次の名前で、新しいジョブタブが開きます。新規レイアウト1。
2 - 新しいレイアウトタブが作成されます。
3 - レイアウトジョブリストを使⽤すると、ファイルをレイアウト上で検索、選択、またはドロッ
プできます。
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4 - 素材と設定
5 - レイアウトプレビュー
6 - レイアウトツールバー

 詳細

3 - レイアウトジョブリスト
このリストには、マイジョブリストにあるジョブと同じジョブが表⽰されます。
デフォルトの列は、ジョブ名、素材、フルート、印刷、および配置です。
配置列は、シート上に配置されているジョブを⽰します。
また、ジョブの⼨法も表⽰されます。
他の列を選択（右マウスクリック）し、列の並べ替えを⾏うことができます。
4 - 素材と設定

使⽤する素材を選択します。
［リソースマネージャー］ -> ［素材］ を参照してください

使⽤する素材サイズを選択します。

選択済み素材のフルート⽅向が表⽰されます。
左のアイコンは、フルート⽅向が設定されていないことを⽰しています。
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余⽩と間隔を設定する

余⽩ - シート枠までの間隔。

縦軸のジョブの間隔を指定します。

横軸のジョブの間隔を指定します。

注：［OK］ボタンをクリックすると、レイアウトの設定が適⽤されます。

［⾃動配置］をクリックしてレイアウトを更新します。
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5 - レイアウトプレビュー
レイアウトは、レイヤーとプロダクションタブのプレビューと同じように（つまり、テーブル
ビューの⽅向が同じように）表⽰されます。
6 - レイアウトツールバー

ウィンドウの拡⼤縮⼩

ズームイン

ズームアウト

ジョブに合わせる

ボードに合わせる

テーブルに合わせる

左に90°回転
選択されたジョブを左に90°回転させる
選択されたジョブの構造的な⽅向によっては、ボタンが無効になることがあります。
ジョブを回転させる場合、まずジョブの構造的な⽅向を変更する必要があります。

左に180o回転
選択されたジョブを左に180o回転させる

⾃動配置
すべてのジョブがバウンディングボックスに基づいて⾃動的に配置されています。
余⽩と間隔は確保されます。
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ステップアンドリピート
ステップアンドリピートを1つの選択されたジョブに対して指定します。

縦軸の印刷枚数を指定します。

横軸の印刷枚数を指定します。

縦軸の印刷枚数の間隔を指定します。

横軸の印刷枚数の間隔を指定します。
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選択されたジョブを複製する
ジョブの新しいインスタンスは、原⾊の塗り/重ね⽅向の設定に応じて配置されます

横重ね⽅向
原⾊の塗り/重ね⽅向を指定します

縦重ね⽅向
原⾊の塗り/重ね⽅向を指定します

［削
除］

［Delete］キーを押すと、［選択されたジョブ］のインスタンスが直ちに削除されま
す。

10.2.4.  ジョブレイアウト機能の追加

 ジョブをレイアウトに追加する

ジョブをレイアウトに追加するには、いくつかの⽅法があります。
• ［レイアウトジョブリスト］から［レイアウトプレビューウィンドウ］にジョブをドラッグア

ンドドロップします。

• ［マイジョブリスト］から［新しいレイアウト］の［ジョブタブ］にジョブをドラッグアンド
ドロップします。
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•

［マイジョブリスト］でジョブを選択し、［レイアウトに追加］をクリックします。

 レイアウトでのジョブ移動

ジョブを選択し、シート上でジョブをドラッグします。
ジョブはシート外または余⽩に移動できますが、ジョブのステータスはプロダクションの準備が
未完了に設定されます。

 スナップ機能
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ジョブがレイアウト内で移動すると、スナップ
機能がアクティブになり、ジョブのバウンディ
ングボックスで動作します。
あるジョブが他のジョブに対して閉じられた
場合、スナップ機能によってジョブが横⽅向
または縦⽅向の同じラインに沿って配置され
ます。
スナップ機能アクティブは、2つのジョブ間で
実線によって⽰されます。

 インタラクティブステップアンドリピート

カーソルが選択ハンドルに近いと、コピーポインタが表⽰されます。

クリックして、ドラッグします。
最初に選択されたジョブは⻘⾊のバウンディン
グボックスで表⽰され、リピート領域はハン
ドルを含めて黒⾊で表⽰されます。
必要な印刷枚数になるまで、任意の⽅向にド
ラッグします。
ハンドルを放します。

注：

• 間隔を定義する場合、リピート領域をドラッグすると間隔が表⽰されます。
• インタラクティブステップアンドリピートは、1つのジョブにのみ適⽤できます。

 レイヤーの⾃動統合

レイヤータブを押すと、レイアウト内ですべてのジョブの統合プロセスが実⾏されます。
レイヤーの⾃動統合は、共通のレイヤータイプに基づいて⾏われます。そのため、レイヤーからレ
イアウトに戻ると調整を失う可能性があります。

 レイアウトの保存

ファイル > レイアウトに名前を付けて保存...

2種類のオプションがあります。
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レイアウトに名前を付けて保存(.layout)
保存したレイアウトは、1つのレイアウトとして［マイジョブリスト］でもう⼀度開くことができ
ます。
レイアウトとして保存すると、すべての レイヤーとプロダクション設定が失われます。
レイアウトをプロダクションファイル（.cut）として保存する
すべての情報が標準のプロダクションジョブに保存されます。
ジョブをもう⼀度開くと、レイアウト機能は使⽤できなくなります。

10.3.  テーブルより⻑いジョブ

ジョブ（すべての曲線/アウトライン/形状）が物理的な作業領域よりも⻑い場合、iPCでは、ジョ
ブを複数のセクションに分割することができます。このようなセクションは⾃動⽣成され、プロダ
クションビューにおいて⻘い分割線で表⽰されます。⼀般的に、この機能はRoll feedおよび⻑いバ
ナープロダクションに必要になります。

この機能は有効化されており、以下の前提条件が満たされると、テーブルより⻑いジョブを実⾏す
る準備が整います。
• ジョブが機械のX⽅向/⻑さにおいて作業領域よりも⻑いが、Y⽅向で作業領域内に収まる。
• ジョブの状態が「ジョブプロダクションの準備完了」であり、すべての適切なツールがインス

トールされている。
• カッティングテーブルに、コンベアベルト.が装備されている。

注 : レジストレーションマーク間の中⼼距離は、200 mmを推奨します。この距離では精度
が不⼗分な場合、距離を縮めることができます。
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適切で望ましい結果を得るには、次のような注意を払う必要があります。
• テーブルより⻑いジョブのデフォルト設定オプション。セクションiPC設定のセクション テー

ブルより⻑いジョブ 掲載ページ 294 を参照してください。
• レジストレーションの補正タイプの選択。

• 補正タイプ 掲載ページ 147 を参照してください。
• 「iPCを最⼤限に活⽤する」の「ソフトサイネージの印刷補正を理解する」を参照してく

ださい。
• レジストレーションを定義する際、数多くのオプションを利⽤できます。セクション トンボ

マークの使⽤ 掲載ページ 74 の -F- カーブアンカー 掲載ページ 75 および -G- 素材回転を
無視 掲載ページ 75 を参照してください。

補正タイプ カーブの登録（ジョブの元のカットサイズを保持する）が使⽤されているジョブの
場合、ジョブ全体のスケール調整や回転の検知は、最初のセクションのレジストレーションマー
クを読み取って⾏う必要があります。さもなくば、元のサイズとカーブの形状が維持できなくなり
ます。その場合、織物やその他不安定な素材をカットする際、ジョブのカッティングは必ずしも完
璧にはなりません。最良の結果を得るには、印刷プロセスの処理に注意が必要です。

10.3.1.  テーブルより⻑いジョブの場合の分割線

 ⾃動⽣成された分割線

iPCによって分割線が⾃動的に⽣成され、ジョブをセクションに分割する最も効率的で信頼性の⾼
い⽅法が検出されます。分割は、使⽤可能なトンボ、ジョブのサイズ、およびテーブルのサイズに
基づいて⾏われます。最⼩セクションを最初または最後にカットするかどうかを設定できます。
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ジョブのプロダクション準備が完了するまで、分割線は⽣成されません。

 分割線の⼿動移動

マウスを使って、分割線を選択したり、移動することができます。これは通常、接合の位置を操作
するために⾏われます。曲線間の分割線を設定して、⼀部のトンボに近づけることをお勧めしま
す。
• 作業領域により、セクションの最⼤⻑を定義します。
• 1つのテーブル⻑内の分割線の最⼤数は2です。
• 各移動の後、各セクションが再計算されます。必要に応じて、新しい分割線が⾃動的に追加ま

たは削除されます。
• スタートポイント（メインリファレンスポイント、パネルリファレンスポイント、ジョブオフ

セット、シートオフセット）を移動すると、新しい分割線が⽣成されます。⼿動の変更を⾏う
前に、スタートポイントが正しく設定されていることを確認します。

注 : 最初のレジストレーショントンボマークがリファレンスポイントの定義する位置より
+ x の位置にあり、プロダクションタブにオフセットがある場合、最初のセクションに追加
のフィードが追加されることがあります。追加の分割線は最初のセクションがテーブル領
域の外側にくる場合に追加されます。

テーブルより⻑いジョブの例:
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セクション1の切断 セクション2の切断

10.3.2.  テーブルより⻑いジョブのオプション

テーブルより⻑いジョブでは、次の3つのパラメータを使⽤できます。
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• フィード間の強制カットオーバーラップ
• ⼊⼒した距離だけオーバーラップするようにカットパスを延⻑します。これにより、素材

が歪んでいても、フレーム間のジョイントが完全にカットされます。これは、フィード間
に繊維が残らないようにするために、織物に特に有⽤です。

• フィード間でのレジストレーションマーク読み取り⽤バッファ
• フィード後に再びキートンボを読み取れるように、最初のフレーム以降のすべてのフレー

ムの最⼩バッファ領域を定義します。トンボ間の距離が⼊⼒した距離より⼤きい場合、iPC
はトンボ間の距離に基づいてより⼤きい値を⾃動的に提案します。フィード⻑と後続フ
レーム⻑は、バッファ領域を考慮して⾃動的に短縮されます。

• 素材引き伸ばしのカッティングバッファ
• 印刷されたグラフィックスの素材引き伸ばしを対応するために、テーブルの背⾯にバッ

ファ領域を定義します。印刷ジョブがカットファイルより⻑い場合でも、各フレームを作
業領域内でカットできるように、最⼤フレーム⻑は⼊⼒した距離だけ短くなります。

10.4.  Quick Box、ArtiosCAD標準

10.4.1.  ArtiosCAD標準、はじめに

ArtiosCAD標準から開くは、Kongsbergカッティングテーブル⽤iPC制御ソフトウェアの拡張⽤ア
ドオンです。
このソフトウェアの⽬的は、標準的な段ボールや厚紙の箱の製作準備やプロダクションのために
シンプルなワークフローを提供することです。
このソリューションは、ライブラリからのデザイン選択、⼨法⼊⼒、そしてカットファイルの⽣
成といった、Esko機能のArtiosCADを活⽤し、CAD-Xで実⾏することを基本としてます。
カットファイルは、iPC内で⾃動的に開かれ、カット準備完了となります。
この機能を発揮するには、ArtiosCADがフロントエンド PCにインストールされ、CAD-X⽤に設定
されていることが前提です。この作業は、iPCの据え付けに含まれています。
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ArtiosCAD標準から開くには、ライセンスキーが必要です。

10.4.2.  ArtiosCAD標準を使って作業する

［Menu Bar］->［ファイル］->［ArtiosCAD標準］から開く

10.4.2.1 はじめに
ワークフローは、以下のように図⽰することができます。

この章では、各ステップを詳しく説明します。
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10.4.2.2 新しい箱を選択し定義する

ArtiosCAD標準から開くの機能を使い、［標準
カタログ］ダイアログを表⽰します。
利⽤可能なグループから選択します。

標準的な箱のリストから希望する標準（テン
プレート）を選び、OKを押します。

使⽤するボードを選択して、OKを押します。

使⽤する⼨法を⼊⼒します。
［次へ］を押して、次の設定メニューに移りま
す。
注：
メニューとパラメータの数は、実際に選択さ
れた標準によって変わります。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。
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［スタイル選択］メニューの中で好みのスタ
イルを選択または許可し、［次へ］を押しま
す。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。

設定が正しいことを確認し、［次へ］を押し
ます。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。

設定が正しいことを確認し、［次へ］を押し
ます。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。

設定が正しいことを確認し、［次へ］を押し
ます。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。
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設定が正しいことを確認し、［次へ］を押し
ます。
OKを押すと、そのまま［CAD-Xプレビュー］
ダイアログに移動します。
もし、デフォルト設定が残りのパラメータ
についても正しいことが分かっている場合に
は、これがお勧めの⽅法です。

設定が正しいことを確認し、［OK］を押しま
す。

こうして作成されたジョブは、iPCのマイジョ
ブの中に⼊っています。

ダイアログで、ユーザーはカタログで選択し
た素材に最もよく⼀致するiPC素材を選択しま
す。また、⽬的のマッピングプリセットも選択
します。

10.5.  バーコード付きジョブ

［Menu Bar］->［ファイル］->［バーコードによって開く］

以下のコードがサポートされています。
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10.5.1.  ワークフロー

部品表はテーブルトップに配置されます。
バーコードによって開く...の機能を起動したら、ウィザードに⼊ります。
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以下の操作を求められます。
フォルダ名
⼊⼒ファイルが格納されているフォルダ名。
マッピング
デザインをジョブの正しいレイヤーにマップ
するために最も効率的なマッピングを選択し
ます。
「Kongsberg Default」を使えば、殆どのジョ
ブが正しくマッピングを⾏います。
素材と設定
ファイルからとカスタム設定
［プロダクションのための正しい素材を選択
してください。⼊念に準備された設定で、正し
い素材を使えば、ジョブの作成⽅法をフルに
定義するデフォルトのカッティングプロファイ
ル、またはツーリングプリセット、最適化プ
リセット、プロダクションプリセットの組み
合わせを使えます。］

• ［開始］を押す。
• ジョグ別に、バーコードがカメラ画像内に

表⽰される位置にカメラを移動します。

•

［許可］を押して、バーコードを使⽤して
続⾏します。

• バーコードが読み込まれ、対応する⼊⼒
ファイルが開きます。

• ⼊⼒ファイルの構造とバーコードによって
開くにおける選択が正しければ、そのジョ
ブはプロダクションの準備完了です。さも
なくば、ジョブは、レイヤーとプロダク
ションのセットアップで準備されなければ
なりません。

• ［開始］を押すと続⾏します。

•

［スキップ］を押すと、バーコードが無視されます。

• ⼊⼒ファイルフォルダ名がジョブごとに記憶されます。
• テーブルトップ上のバーコード位置は、ジョブ（J)からジョブへ記憶されます。
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10.6.  バーコードを使ったプロダクション

10.6.1.  はじめに

［Menu Bar］->［ファイル］->［バーコードによるプロダクションの開始］

以下のコードがサポートされています。
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10.6.2.  バーコードを使ったプロダクションのフローチャート

1 - バーコードを含むジョブを作成します
Eskoのi-cutレイアウトなどの上流アプリケー
ションでジョブが作成されます。
2 - ジョブの保存
ジョブファイルは、iPCバーコードフォルダ内
に保存されます。
3 - iPC内で、バーコードによるプロダクション
の開始...
ダイアログ内のジョブに使うパラメータを設
定します。
⼊⼒ファイルとリソースがその素材に対して
正しく設定されている場合（標準レイヤー名
または⾊と素材情報が含まれます）、次のも
のを追加するとジョブは作成準備完了となり
ます。
• マッピングの修正、通常はKongsbergデ

フォルト
• 素材とファイルからの素材と設定
4 - バーコード付きの素材をテーブルの上に置
きます
5 - 開始を押します
カメラビューが現れます。
6 - バーコードを⾒つけます
⼿動ジョグにより、カメラをバーコードの真上
に配置します。
バーコードが検出されたことを確認します。
7 - バーコードを読み取ります
バーコードの情報に基づき、正しいジョブファ
イルが読み込まれます。
8 - 処理の実⾏
⼊⼒ファイルとジョブ設定に従って、素材の処
理が実⾏されます。
9 - 素材処理
テーブル処理が完了すると、完成した素材を作
業領域から運び出し、代わって新規素材を運
び込まなければいけません。
この作業は、ジョブ設定（テーブルプリセッ
ト）に基づいて実施します。

この作業は、⽣産する物がなくなるまで、また
はオペレータがプロダクションを停⽌するま
で続きます。
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10.6.3.  処理⼿順

部品表はテーブルトップに配置されます。
バーコードによるプロダクションの開始機能を起動したら、ウィザードに⼊ります。

次のことを確認します

ファイル操作

• ⼊⼒ファイルを検索するためのフォルダ名。
注意事項：ファイル検索は以下の順番で⾏われます。
1.マイジョブリストに存在する、読み込んだバーコードと完全⼀致するファイル名
2.指定フォルダに存在する、完全⼀致するファイル名
3.履歴に存在する、完全⼀致するファイル名
4-6.1-3と同様ですが、完全⼀致ではないファイル名（バーコードテキストから始まるファイル
名）
⼀致するファイル名が複数ある場合、候補がすべて表⽰されますので選択してください。

• 使⽤するマッピングは、セクション マッピングプリセット 掲載ページ 131 を参照してくだ
さい。
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• デフォルトのフルート/紙⽬⽅向
テーブル処理の準備
バーコードが⾒つからなかった場合どうするか。

• ジョブをスキップして継続します。次のジョブがロードされます。連続する3枚でバーコード
が存在しない場合、作成が中⽌されます。

• プロダクションの停⽌
テーブルプリセット

• テーブルプリセットを選択します。

注 : バーコードを読み取る前に、シートロード操作を完了しなければなりません。

ここでは、この最初のロードシーケンスに対してテーブルプリセットを選択します。

その後、バーコードが読み取られると、使⽤するプリセットは選択した素材によって決定
されます。

素材と設定

• ファイルから - これは⼊⼒ファイルから素材情報を取得するデフォルトの設定です。素材情報
がファイルにない場合、カスタム設定を使⽤します。。

• カスタム設定 - カスタム設定に定義された設定が使⽤されます。
カスタム設定

使⽤する素材とジョブ設定を指定します。
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確認する:

• 最初のジョブのみ
• なし
• 常に
⾃動プロダクションを取得するには、［最初のジョブのみ］または［なし］を選択します。

• ［開始］を押す。
• ジョグ別に、バーコードがカメラ画像内に

表⽰される位置にカメラを移動します。

•

［許可］を押して、バーコードを使⽤して
続⾏します。

• バーコードが読み込まれ、対応する⼊⼒
ファイルが開きます。

• ⼊⼒ファイルの構造とバーコードによるプ
ロダクションの開始における選択が正し
ければ、そのジョブはプロダクションの準
備完了です。さもなくば、ジョブは、レイ
ヤーとプロダクションのセットアップで準
備されなければなりません。

• 検出可能なバーコードの付いた素材がテー
ブルの上にある限り、ジョブは⾃動的に実

•

［スキップ］を押すと、バーコードが無視されます。

• バーコードロケーションがジョブごとに記憶されます。
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スライダを使⽤すると、ざまざまな素材に対し
てカメラの輝度とコントラストを容易に調整
できます。

10.7.  バッチプロダクション

10.7.1.  はじめに

バッチプロダクションとは、ユーザーの介⼊なしに、シーケンス内の多数の（通常は）異なる
ジョブを⽣産する⽅法です。含まれるファイルは、［接続］で定義されている特別なバッチ送信
フォルダに送信する必要があります。セクション 接続 掲載ページ 293 を参照してください。
ファイルは、このフォルダに送信された順序で作成されます。
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10.7.2.  プロダクション、バッチプロダクション

1 - ジョブを作成
上流アプリケーションでジョブが作成されま
す。
2 - ジョブを送信
ジョブファイルは、バッチ送信フォルダに保
存されます。ファイルはマイジョブリストに表
⽰されますが、アクティブなバッチファイル
（.queue）にも⾃動的に追加されます。
3 - iPCで、アクティブなバッチファイルをダブ
ルクリック
4 - プロダクション設定を確認
ポップアップ表⽰されるダイアログで、ジョブ
に使うパラメータを設定します。⼊⼒ファイル
とリソースがその素材に対して正しく設定さ
れている場合（標準レイヤー名または⾊と素
材情報が含まれます）、次のものを追加する
とジョブは作成準備完了となります。
• マッピングの修正、通常はKongsbergデ

フォルト
• 素材とファイルからの素材と設定
5 - テーブルまたは⾃動化デバイスに素材が配
置される
6 - ［開始］を押す
カメラビューが現れます。
7 - 実⾏
⼊⼒ファイルとジョブ設定に従って、素材の処
理が実⾏されます。
8 - 素材処理
テーブル処理が完了すると、完成した素材を作
業領域から運び出し、代わって新規素材を運
び込まなければいけません。
この作業は、ジョブ設定（テーブルプリセッ
ト）に基づいて実施します。

この作業は、バッチにファイルがなくなるま
で、またはオペレータがプロダクションを停⽌
するまで続きます。
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10.7.3.  処理⼿順

部品表はテーブルトップに配置されます。
.queueファイルをダブルクリックしたとき、⾃動プロダクションを開始ダイアログがポップアッ
プ表⽰されます。

さらに、バッチ内のジョブをリストするダイアログが表⽰されます。

                                                                                                                                                                                                             246 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



以下の操作を求められます。
ファイル操作

• ⼊⼒ファイルを検索するための代替フォルダ名。
注意事項：ファイル検索は以下の順番で⾏われます。
a バッチファイルで定義されたファイルと名前が⼀致するマイジョブリスト内のファイル
b 指定フォルダに存在する、⼀致するファイル名
c 履歴に存在する、⼀致するファイル名
⼀致するファイル名が複数ある場合、候補がすべて表⽰されますので選択してください。

• 使⽤するマッピングは、セクション マッピングプリセット 掲載ページ 131 を参照してくだ
さい。

• デフォルトのフルート/紙⽬⽅向
テーブル処理の準備
素材のロード⽅法を選択します
テーブルプリセット

• ［テーブルプリセット］を選択する
ここでは、この最初のロードシーケンスに対してテーブルプリセットを選択します。
その後、使⽤するプリセットは選択した素材によって決まります。

素材と設定

• ファイルから - これは⼊⼒ファイルから素材情報を取得するデフォルトの設定です。素材情報
がファイルにない場合、カスタム設定を使⽤します。

• カスタム設定 - カスタム設定に定義された設定が使⽤されます。
カスタム設定
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使⽤する素材とジョブ設定を指定します。
確認する:

• 最初のジョブのみ
• なし
• 常に
⾃動プロダクションを取得するには、［最初のジョブのみ］または［なし］を選択します。

［開始］を押す
バッチの最初のファイルが開きます。

• ⼊⼒ファイルの構造と⾃動プロダクションを開始における選択が正しければ、そのジョブは
プロダクションの準備完了です。さもなくば、ジョブは、レイヤーとプロダクションのセット
アップで準備されなければなりません。

• バッチにファイルがある限り、バッチは⾃動的に実⾏されます。

10.8.  リバース処理を含むジョブ
両⾯に処理が必要な場合、リバース処理が使⽤されます。次の2種類のリバース処理があります。
• ルーラーに基づくもの
• カメラに基づくもの
どちらの⽅法が利⽤可能かはHWに依存し、次のセクションで説明します。両⾯から罫線をする必
要がある場合、リバース処理に基づくルーラーが普通使⽤されます。印刷レジストレーションに
は、シートが反転され、別の⾯から処理される前にレジストレーションマークを読む必要があり
ます。
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［メニューバー］-> ［アドバンスト］->［ツールの設定］

［メニューバー］->［レイヤー］->［レイヤーの編集...］

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［レイヤーの編集］

下の例は、［メニューバー］->［アドバンス］->［ツールの設定］からのリバース処理の設定を⽰
します

リバース処理は次のボタンからも制御できます
レイヤータブ 掲載ページ 45 :

状況1：選択したツールで反対⾯の処理が⾏えます。オフにしました。
状況2：選択したツールで反対⾯の処理が⾏えます。オンにしました。
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回転は、テーブルの⻑さを軸（X軸）として素材が回転することを意味します。
天地反転は、テーブルの幅を軸（Y軸）として素材が回転することを意味します。

記号は、テーブルを正⾯から⾒た場合を想定しています。

10.8.1.  左右ルーラーによるリバース処理

10.8.1.1 ワークフロー

ステップ1：シートを

右ルーラーに沿って整列する。
リバース処理する。

ステップ 2：シートを反転し、左ルーラーに
沿って整列する。
残りのジョブを完了する。

リバース処理の主な⽤途は、罫線を素材の裏からではなく、表⾯から追加する場合です。
この機能では、テーブルにはハードウェア設定で物理的にマウント、選択された左右ルーラーが
あり、ジョブにレジストレーションマークがないことが求められます。
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10.8.2.  カメラを使⽤したリバース処理

10.8.2.1 ワークフロー

ステップ1：レジストレーションマークとコー
ナーはカメラにより読み取られます。

ステップ2：シートは反転（回転または天地反
転）され、カメラによりコーナーが読み取ら
れます。
ジョブのすべての他のレイヤーは処理されま
す。

カメラを使ったリバース処理の現在の制約は、すべてのレイヤー（レジストレーションマークレ
イヤーを除く）は反対⾯から処理しなければならないことです。
この機能では、カメラが付いたツールヘッドがテーブルには備わっていて、ジョブには レジスト
レーションマークがあることが求められます。

10.8.3.  ステップアンドリピートと組み合わせたリバース処理

10.8.3.1 ステップアンドリピートと左右ルーラーを組み合わせたリバース処理。
ステップアンドリピートで定義された各コピーについて、まずシートを右ルーラーへ、次に左
ルーラーへと動かさなければなりません。
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10.8.3.2 ステップアンドリピートとカメラを組み合わせたリバース処理。
ステップアンドリピートにより定義される各コピーについて、シートを反転し、レジストレー
ションマークとコーナーを読み込む必要があります。

10.9.  ツール選択で停⽌

［メニューバー］-> ［アドバンスト］->［ツールの設定］

この機能を使い、実際のレイヤーが実⾏される前に、実⾏を停⽌することができます。
例として、ジョブの途中でミリングビットを交換する際などに使⽤します。
詳細については、 ツールの設定 掲載ページ 153 を参照してください。

注 : もし、実際のツールがツールホルダーに取り付けられていなければ、ツール選択で停
⽌の機能を使うことはできません。
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10.10.  マルチパス(M)

10.10.1.  ⼀般ツール設定

［メニューバー］-> ［アドバンスト］->［ツールの設定］

10.10.2.  ［開いているジョブ］->［マルチパスの深さ］

10.10.2.1 開いているジョブのツール設定

［開いているジョブ］->レイヤータブ->［レイヤーの編集］

［メニューバー］->［レイヤー］->［レイヤーの編集...］
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Millingとマルチパスは ミリング機能 掲載ページ 53 を参照してください。

10.10.2.2 ⼀般
マルチパスの深さ
それぞれのパスで処理される最⼤深さを指定します。

測定および素材の厚さ
ジョブの開始時に⾏われた素材の厚さの測定から素材の厚さを使⽤するかどうかを指定します。
設定しない場合は厚さを指定します。
素材の厚さはそれぞれのパスの深さを計算する際に使⽤されます。
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ウェブの厚さ
ウェブの厚さは、罫線とカットナイフ処理には適⽤されません。
Millingとマルチパスは別の章 を参照してください。

最終パスオフセット:
最終パスは、罫線とカットナイフ処理には適⽤されません。
Millingとマルチパスは別の章 を参照してください。

10.11.  マルチゾーンプロダクション

10.11.1.  はじめに

10.11.1.1 コンセプト

マルチゾーンプロダクションの場合、カッティ
ングテーブル作業領域は、2つ以上の作業領
域に分離されます。
各作業領域は、カッティングテーブル上の1つ
以上の真空ポンプゾーンに対応します。
使⽤可能な作業領域の数は、実際の機器モデ
ルによって異なります。
真空ゾーンに関するさらに詳しい情報は、実
際の機器の「ユーザーマニュアル」を参照し
てください。

この機能を説明するために、機器と2つの作業
領域（1と2）を使⽤します。

ジョブが正しく準備されたら、マルチゾーンプロダクションワークフローは次のように説明でき
ます。
1. 作業ゾーン1に部品表を1つ配置します。
2. ジョブを開始します。
3. 作業ゾーン1のジョブが処理されている間、部品表で作業ゾーン2を準備します。
4. 作業領域1の処理が完了すると、作業領域2が準備完了の場合、機器は⾃動的に作業領域

2のジョブを処理し始めます。そうでない場合、機器は定義されたパーク位置で停⽌します。
5. 作業ゾーン1から処理された素材を削除し、新しい部品表を読み込みます。
6. 処理を繰り替えします。

プロセスの統合部分の⼀部として、別の作業領域の真空が⾃動的にオンまたはオフになります。
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10.11.1.2 マルチゾーンプロダクションの初期化⽅法

［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］

マルチゾーンプロダクションは次の⽅法で使
⽤できます。
• マルチゾーンプロダクションのテーブルプ

リセットを選択します（1）。
• 適切な真空ポンプゾーン設定を選択します

（2）。
• 印刷枚数 > 1 (3)を指定します

10.11.2.  ユーザー インタフェース

MultiZone Production中、［レイヤービュー/
プロダクションビュー］ウィンドウは、カッ
ティングテーブル上のゾーンに対応する作業領
域に分離されます。
図では、作業領域1と2が表⽰されます。
各ゾーンの上には、ステータスバー(3)があり
ます。
ステータスバーでは、処理ステータスを読み
取り、バーを押すと、状態を切り替えることが
できます。
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10.11.2.1 ［Status Bar］機能

プロダクション中
この作業領域のプロダクションは継続的です。
アイコンにはライブ進捗状況が表⽰されます。

オペレーターを待機（素材の交換）
この状態は、1つの作業領域でプロダクションが完了し、この作業領域がプロダ
クションの準備完了でないときに設定されます。
作業領域から処理された素材を削除します。
作業領域に新規素材を⼊⼒します。
［Status Bar］ボタンを押し、作成準備完了状態にします。
注：ユーザーが［Status Bar］ボタンを押して、作成準備完了状態にならない
と、トラバースはこの領域上を移動できません。

作成準備完了
処理された素材は作業領域から削除され、新規素材が配置されます。
［Status Bar］ボタンを押し、作成準備完了状態にしました。
注：このボタンをもう⼀度押すと、オペレーターを待機状態に戻れます。

⽣成
この状態は、プロダクションが完了し、別の作業領域がプロダクションの準備
完了でないときに設定されます。
作業領域が準備完了のときに、［開始］を押すと続⾏します。
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10.11.3.  GUI制御によるワークフロー

10.11.3.1 ワークフロー

1 - ジョブを準備します。
iPCでは、準備されたジョブが表⽰されます
（1）。
カッティングテーブル (2)では、作業ゾーン1の
部品表を配置します。
接着テープを使⽤し、シート（3）の位置を
マークします。
テープ位置は、このゾーンで⽣成される次の
シートの基準です

真空ゾーン
デフォルトでは、作業領域に接続された全て
の真空ポンプゾーンが選択されます。

適切な素材フィクスチャを実現するために、実
際のジョブに最適な真空ポンプゾーンを設定
します。
あるいは、インテリジェント真空管理 を使⽤
します。

2 - ［開始］を押す。
作業ゾーン1はプロダクション状態になりま
す。
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3 - 作業ゾーン2に素材をロードします。
接着テープを使⽤し、シート（1）の位置を
マークします。
テープ位置は、このゾーンで⽣成される次の
シートの基準です
iPCで、［Status Bar］ボタンを押し、作業
ゾーン2で作成準備完了状態にします。

4 - ジョブが完了しました。作業ゾーン1。
作業ゾーン2のジョブが⾃動的に開始します。
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5 - 作業ゾーン1の素材を交換します。
準備ができたら、［Status Bar］ボタンを押
し、作業ゾーン1で作成準備完了状態にしま
す。
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6 - 作業ゾーン1 作成準備完了。
作業ゾーン2のジョブは完了するまで続きま
す。

7 - 作業ゾーン2が完了しました。
作業ゾーン1のジョブが⾃動的に開始します。
作業ゾーン2の素材を交換します。
指定した印刷枚数が完了するまで、処理が繰り
返されます。
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10.11.4.  ワークフロー、MultiZone Production MZP

10.11.4.1 マルチゾーンパネル

• 1 - 準備ランプ
• 2 - 準備ボタン
• 3 - バキュームオンボタン
• 4 - バキュームランプ
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10.11.4.2 ワークフロー

1 - ジョブを準備します。
iPCでは、準備されたジョブが表⽰されます
（1）。
カッティングテーブル (2)では、作業ゾーン1の
部品表を配置します。
MZPルーラーステッカーを置いて、シート
（）の位置をマークします。
このときのコーナーの位置は、このゾーンで
⽣成される次のシートの基準となります

準備ランプ
両⽅の準備ランプが点滅し、以下の作業を促
します。
• プロダクションに備えてそのゾーンの準備

を⾏うこと。
• 準備が整えば、［準備ボタン］を押すこと

真空ゾーン
デフォルトでは、作業領域に接続された真空
ポンプゾーンが選択されます。

適切な素材フィクスチャを実現するために、実
際のジョブに最適な真空ポンプゾーンを設定
します。
あるいは、インテリジェント真空管理 を使⽤
します。

2 - ［準備ボタン］を押します。
作業ゾーン1はプロダクション状態になりま
す。
作業ゾーン1の真空ポンプのスイッチが⾃動的
に⼊ります。
注：
もし、この時点でジョブを開始したばかりな
らば、処理を始めるために開始を押さなけれ
ばなりません。
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3 - 作業ゾーン2に素材をロードします。
MZPルーラーステッカーを置いて、シート
（）の位置をマークします。
このときのコーナーの位置は、このゾーンで
⽣成される次のシートの基準となります
作業ゾーン1の準備ランプ
ジョブの実⾏中ライトが点灯します。
作業ゾーン2の準備ランプ
ジョブの準備が完了するまで、ランプは点滅し
ています。

4 - ［準備ボタン］を押します。
作業ゾーン2はプロダクション状態になりま
す。
作業ゾーン2の真空ポンプのスイッチが⾃動的
に⼊ります。

4 - 作業ゾーン1のジョブが終了。
作業ゾーン2のジョブが⾃動的に開始します。
作業ゾーン1の準備ランプ
ランプが点滅し、このゾーンは次のジョブの
準備が整うのを待っていることを知らせます。
作業ゾーン2の準備ランプ
ジョブの実⾏中ライトが点灯します。

5 - 作業ゾーン1の素材を交換します。
6 - ［準備ボタン］を押します。
作業ゾーン1はプロダクション状態になりま
す。
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7 - 作業ゾーン1は作成準備完了。
作業ゾーン2のジョブは完了するまで続きま
す。
作業ゾーン1の準備ランプ
点灯したまま、作業ゾーン2の処理が完了する
のを待ちます。
作業ゾーン2の準備ランプ
ジョブの実⾏中ライトが点灯します。

8 - 作業ゾーン2のジョブが完了。
作業ゾーン1のジョブが⾃動的に開始します。
作業ゾーン2の素材を交換します。
指定した印刷枚数が完了するまで、処理が繰り
返されます。

10.11.4.3 素材の調整のための処理の⼀時停⽌
ワークフローの⼀例
次のような状況を仮定します。
• 作業ゾーン1にある素材が置かれています。
• 作業ゾーン1の［準備ボタン］が押されました。
• 作業ゾーン1の準備ランプは点灯しています。
• 作業ゾーン1の真空ポンプのスイッチが⾃動的に⼊ります。
• ところが、作業ゾーン1の素材は位置調整をしなければならないことに気が付きました。

                                                                                                                                                                                                             265 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



1 - このようなときは、［準備ボタン］を押し
ます。
すると、作業ゾーン1は、⼀時停⽌状態になり
ます。
作業ゾーン1の準備ランプが点滅に変わりま
す。
そして、作業ゾーン1の真空ポンプのスイッチ
が⾃動的にオフになります。

2 - 作業ゾーン1の素材の取り付け位置の再調整
を⾏います。
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3 - ［準備ボタン］を押します。
作業ゾーン1はプロダクション状態になりま
す。
作業ゾーン1の真空ポンプのスイッチが⾃動的
に⼊ります。

こうして正常なワークフローが再度確⽴され
ます。

10.11.5.  レジストレーション

10.11.5.1 ジョブにはトンボがあります
任意のレジストレーションタイプと組み合わせてマルチゾーンプロダクションを使⽤します。

10.11.5.2 トンボがないジョブ
エッジ認識とマルチゾーンプロダクションを使⽤します。
このワークフローは印刷されていない素材向けです。
このワークフローでは、各ゾーンの最初のプロダクションのシート位置を定義できます。完了した
ら、プロダクションは、シート枠を登録せずに続⾏します。
［開いているジョブ］->［プロダクションのセットアップ］->［レジストレーション］->［最初の
テーブルだけを登録］。
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10.11.6.  その他のゾーン

実際のカッティングテーブルモデルによっ
て、2、3、または4の作業領域があります。

• 2ゾーンでシート位置を定義するのではなく、すべてのゾーンで完了してください。
• シート位置がわかったら、ユーザーはプロダクション中の作業領域のシートを交換し、対応す

るStatus Barを押して、作業領域がプロダクションを続⾏する準備ができていることを通知で
きます。

• ユーザーが適時にシートを交換すれば、プロダクションをスムーズに続⾏できます。
• ユーザーが適時にシートを交換できない場合、プロダクションが停⽌し、ユーザーは素材を交

換するように指⽰されます。

10.11.6.1 安全ルール

上記の状況では、作業ゾーン1と2が続⾏準備完了ですが、作業ゾーン3は素材の置換を待機してい
ます。
作業領域4が完了したら、標準ワークフローでは、準備完了している次の作業領域に進み、そこで
処理を続⾏します。
ただし、この場合、素材の置換が実⾏される作業領域を横断線が通過します。
実⾏が停⽌します。
オペレーターは、開始を押す前に安全に続⾏することを確認する必要があります。

10.11.7.  回転テーブルビュー

Layers View / Production Viewがo回転した場合、ユーザーインタフェースは次のようになりま
す。
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10.11.8.  3つのテーブルセクションを持つマシンのオプション設定

XL/XN/Xテーブルは、オプションのマルチゾーン構成をサポートするように構成できます。
以下は、以下の2つの真空構成のいずれかを持つテーブルです。
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以下の図は、X46で3セクションテーブルを2つの作業領域に対して再構成する⽅法を⽰していま
す。

任意のマルチゾーン構成

Xテーブル上の真空ゾーン 3つの作業領域を持つ通常のマ
ルチゾーン

2つの作業領域を持つ任意のマ
ルチゾーン

任意のマルチゾーン構成の利点は、シート間の距離を⼤きくすることができ、ゾーン1よりもわず
かに⼤きいシートを受け⼊れることができることです。ゾーン2とゾーン3は1つのゾーンとして動
作します。

注 : このセットアップはXL/XN/X46テーブルのみをサポートしていますが、他のマシンタ
イプでは選択が無効になりません。したがって、これらの設定は他のテーブルサイズには
お勧めできません。

 設定⽅法
「任意のマルチゾーン設定を使⽤」を選択して、XL-マシン接続の機能を有効にします。
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ゾーン2の適切なx⽅向オフセットを⼊⼒します。

注 : このオプションは、2つのゾーンを持つテーブルでも使⽤できますが、オフセットに
よってゾーン2で使⽤可能なサイズが⼩さくなります。

この例では、ゾーン2と3を1つに結合したマルチゾーン構成2を選択した場合を⽰しており、900
mmが追加され、ゾーン2の基準点が+X⽅向に900 mm移動しています。

カバープレートを使⽤して、結合したゾーンで良好な真空レベルを達成することが望ましいです。
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11.  直接コマンド

11.1.  直接コマンドメニュー

［Menu Bar］->［機器］->［直接コマンド］

このメニューはカッティングテーブルの即時実⾏に関する機能を選択する場合に使⽤します。
各メニュー項⽬は［コマンドの編集…］機能を使い設定可能です。

11.2.  コマンドの編集...

［メニューバー］->［機器］->［直接コマンド］->［直接コマンドの編集...］

メニューテキスト1
コマンド1を説明するテキストを指定します。
このテキストは直接コマンドメニュー、ライン1にあります。
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コマンド1
直接コマンドメニューでライン1 （Ctrl+）が選択されている場合に実⾏されるコマンドを指定し
ます。
利⽤可能なコマンド⼀覧は「付録」を参照してください 。
プラス（+）機能を使⽤して、コマンドを直接編集、またはコマンドを追加することが可能です。

メニューテキスト2〜4、コマンド2〜4
メニューテキスト1およびコマンド1と同様の説明です。

11.3.  iPCコマンド
準備にiPCコマンドを使⽤します。
• 直接コマンド

コンベアベルトスピードおよび加速（%SSA）
構⽂: %SSA <speed> <acceleration>。
ベルトスピードおよび制限するコマンド。値
は最⼤の割合です。

シートフィード（%SHF）
構⽂: %SHF <distance> <start position>
コンベアベルトを指定した距離分移動する
コマンド。開始位置はオプションです。値は
1/1000 mmで指定されます。

i-cut遅延（I-SD）
構⽂: I-SD <time>;
実⾏は<time> msec遅延されます。

シートフィーダー通信ON（I-FM 1）
構⽂: I-FM 1;
シートフィーダー通信を有効化します。

i-cut メッセージ（I-MS）
構⽂: I-MS <message>。
オペレータに<message>を表⽰します。

シートフィーダー通信OFF（I-FM 0）
構⽂: I-FM 0;
シートフィーダー通信を無効化します。

i-cutパーク（I-PK）
構⽂: I-PK。
パーク位置に移動します。

真空ポンプ（%PMP）の開始および停⽌
構⽂: %PMP <on/off>。
真空ポンプの開始と停⽌コマンド。

リファレンスポイント選択（%SRE）
構⽂: %SRE<1>/<X>。
メインの固定基準ポイント（1）とパネルで定
義されたリファレンスポイント（X）を切り替
えます

真空吸引⽅向コントロール（%SUC）
構⽂: %SUC<on/off>。
吸引（オン）とクイックリリースおよびブ
ローバック（オフ）
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12.  バックアップと復元

システムが完全に設定された後、［バックアップと復元］システムを使⽤してバックアップをと
ることを推奨します。
バックアップすることにより、ツール調整、マシン構成、プリセット（詳細 > リソース）やオプ
ション（編集 > オプション）など、iPCのすべての必須パラメータを複数のファイルに保存しま
す。
もしシステムが正常に動作しなくなった場合、または間違って設定を変更してしまった場合に、す
べての設定をバックアップを実⾏した時点の状態に簡単に復元することができます。バックアップ
は⼿動、または⾃動で⾏うことができます。
注意事項：

• iPCバックアップはすべてのiPC設定を複数のファイルにわけてファイルシステムに保存しま
す。

• ファイルシステムのバックアップはお客様の責任となります。

⾃動バックアップシーケンスの設定⽅法についての情報は、バックアップ を参照してください。

12.1.  バックアップシステムパラメータ
システムパラメータの⼿動バックアップ

［Menu Bar］-> ［アドバンスト］->［バックアップ設定...］

［⼿動バックアップ］が呼び出されるたびに、［フォルダを参照］ダイアログが開きます。
既存のフォルダを選択するか、新規フォルダを作成して[OK]をクリックします。選択したフォル
ダの下に、バックアップ⽤のフォルダ構造が作成されます。
アップデートの前と後の両⽅に、この機能を使ってシステムのバックアップを⾏います。

12.2.  システムパラメータの復元
システムパラメータの復元

［Menu Bar］-> ［アドバンスト］->［設定を復元...］

［修復］を呼び出すと［ファイルオープン］ダイアログが開きます。
復元するフォルダ（タイムスタンプ付き）を選択し、［開く］をクリックしてください。
⾃動バックアップの場所は、次に定義されています。バックアップ 。⼿動で⾏ったバックアップ
は、バックアップを⾏ったオペレータによってダウンロード先が選択されます。
独⽴iPCのスタートアップ画⾯から修理ツールを呼び出し、⾃動バックアップフォルダ内の最新の
バックアップファイルを使⽤しても復元を⾏うことができます。
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復元を実⾏する前に、必ずシステムのバックアップを⼿動で⾏うことを強く推奨します。
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13.  IPC設定

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］

iPC設定は、システムの⼀般的な動作を指定するオプションのセットです。
最初にインストールした後、適切な設定が⾏われているか各オプションを確認してください。
• ⼀般 掲載ページ 277
• プロダクション 掲載ページ 279
• 推定 掲載ページ 281
• ⾃動化デバイス 掲載ページ 282
• リードイン/リードアウト 掲載ページ 286
• バックアップ 掲載ページ 288
• ⾔語 掲載ページ 289
• リファレンスポイント 掲載ページ 290
• 接続 掲載ページ 293
• テーブルより⻑いジョブ 掲載ページ 228
• アンダーサイドカメラ 掲載ページ 296

13.1.  ⼀般

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［⼀般］
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機械タイプ
接続された機械タイプに関する情報。

作業領域の⻑さ：
［作業領域］の測定された⻑さ。

作業領域幅：
［作業領域］の測定された幅。

テーブルからフィーダーまでの距離

この数値はシートフィーダーが接続されている場合にのみ関連性があり、プロダクションのセッ
トアップのテーブルの前⾯にフィードオプションに影響します。テーブルからフィーダーまでの距
離の合計と幅パラメータによって、部品表をデバイスの作業領域の前⾯にフィードするために必要
なフィード⻑さが定義されます。

単位
ユーザーインタフェースで使⽤する単位（mmまたはinch）を選択します。

スピードの単位
ユーザーインタフェースでスピードに使⽤する単位を選択します。

デフォルトのフルート/紙⽬⽅向
デフォルトのフルート/紙⽬⽅向を指定する場合、ドロップダウンリストの中から選択します。

ジョブの履歴 保存
後で履歴からジョブを削除
完了したジョブが履歴に保存される期間を指定します。
デフォルト値は7⽇間です。
最⼤許容値は30⽇です。
履歴のジョブ数が多いと、iPCの起動時間が⻑くなる可能性があります。

13.1.1.  履歴

マイジョブリストには、［アクティブジョブ］タブと［履歴］タブがあります。すべての履歴ジョ
ブは［履歴］タブに保存されます。このタブは、［ジョブ履歴を保持］がアクティブなときにいつ
でも使⽤できます。（［履歴を表⽰オプション］はiPC 2.6で削除されました）。
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13.2.  プロダクション

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［プロダクション］
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13.2.1.  最初に最も遠いレジストレーショントンボマークを読み取る

レジストレーショントンボマークの読み込みシーケンスを定義します。
選択解除
通常のシーケンスが適⽤されます。
選択
シーケンスは以下の通りとなります。
1. ⼀番遠いX位置の［レジストレーショントンボマーク］を読み込みます。
2. 残りのトンボを通常のシーケンスで読み込みます。
この機能は、⼤きなシート上での曲線の配置および回転の計算を改善ますが、実⾏時間が⻑くな
ります。
レジストレーショントンボマークのサイズの許容誤差
サイズの許容誤差を％で指定します。
このパラメータは、最初のトンボの測定サイズに基づいて、後続のすべての トンボの許容サイズ
公差を定義します。この値は、最初のトンボの+/-パーセントを表します。
例：iPCは、最初のトンボのサイズを6 mmとして計測します。許容差が25％に設定されている場
合は、残りのすべてのトンボが4.5〜7.5 mmである必要があります。この範囲外のトンボはすべて
拒否されます。
これは、⼊り組み過ぎたグラフィックやパターンを持つジョブでトンボの誤った読み取りを回避
するための貴重な機能です。

13.2.2.  Y軸前のステップX軸

ステップアンドリピートの優先順位を定義します。
選択解除済み
最初に列（Y）全体が実⾏されてから次の列に移動します。
選択済み
最初に⾏（X）全体が実⾏されてから次の⾏に移動します。

13.2.3.  ⻑いラインの分割(B)

この機能は（⻑い）ラインを指定された⻑さのラインセグメントに分割します。
これによって、補正が改善されます。
例1：
カットに印刷配列が⾮常に重要な、フレキシブルな素材を⻑⽅形にカットするとします。
⻑⽅形のコーナーを補正した場合、多くのトンボが作成されますが、結果は最適ではありませ
ん。
短いラインのほうが、より正確なカットに印刷の位置合わせが可能です。

注 : これは完全補正使⽤時のみ有効です。
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最⼤⻑
⻑いラインを分割するときは、許容される最⼤⻑を指定します。
MultiZone Productionオフセットをオーバーライド
このオプションは、1番⽬と2番⽬のゾーン間のX⽅向オフセットを指定する［ゾーン位置オフセッ
ト］パラメータを有効または無効にします。MultiZone Productionの詳細については、 マルチ
ゾーンプロダクション 掲載ページ 255 を参照してください。

13.2.4.  ⾃動化

［⾃動化］と［定期的にツールを確認］がチェックされている場合、⾃動化機能はプロダクショ
ンタブで利⽤できます。この設定により、選択した間隔でツール⾼さが⾃動的に計測されます。

注 : この⾃動化機能は、XPとC-シリーズのみで利⽤でき、X-シリーズでは利⽤できませ
ん。

13.3.  推定

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［⼀般］
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ジョブ推定の微調整のため次のようなパラメータの修正を⾏います。
• Manual handling between Tables - 1つのテーブルから次のテーブルに移動する際に要する時

間。 テーブルについて 掲載ページ 108 。
• Preparing the table - 準備に要する時間を別に追加します。
• Final handling - ジョブの終了に要する時間を別に追加します。
• Show total production time - ジョブの準備時間を、ここで指定した通りにマイジョブで表⽰

する推定時間に含める場合には、ここにチェックを⼊れて選択します。

注 : 推定はプロダクションのセットアップで指定した印刷枚数ではなく、発注部数 に基づ
いています。

13.4.  ⾃動化デバイス

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［⾃動化デバイス］

 I-SFフィーダー
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iPCはシリアルラインを通じて［シートフィーダー］とコミュニケーションします。

iPCとフィーダー間のコミュニケーションを確⽴するには、以下の⼿順に従ってください。

1. 使⽤可能なCOM-portまたはUSB-シリアルアダプタを使⽤して、フィーダーをお使いのコン
ピュータに接続します。

2. Windowsデバイスマネージャーから、シートフィーダーが接続されているポートのCOMポー
ト設定を開きます。

3. 設定を以下のように変更します。COMポート番号：（2）を参照、ビット/秒：9,600ビット、
データビット：8、パリティ：奇数、ストップビット：1、フローコントロール：なし

4. ［Feeder接続］ダイアログで、お使いのマシンのDevice Managerの値と⼀致するように、対
応するパラメータを調整します。

5. シートフィーダーのタッチスクリーン画⾯によるiPCコミュニケーションを有効にします。
6. ［iPC］設定ウィンドウを開き、フィーダーオプションが現在使⽤可能であることを確認しま

す。使⽤可能でない場合は、iPC販売業者に連絡をし、ライセンスをアップグレードしてくだ
さい。

 I-BFフィーダー
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iPCはイーサネット接続を通じ、i-BFボードフィーダーとi-MS素材スタッカーを制御できます。
フィーダーまたはフィーダーとスタッカーシステムを接続するには、次の指⽰に従います。
1. ドロップダウンリストで、i-BFフィーダーを⾃動化デバイスとして選択します。フィーダーお

よびスタッカーシステムのIPアドレス、192.168.50.101が読み出しフィールドに表⽰されま
す。

2. また、スタッカーがフィーダーに接続されている場合、スタッカーを使⽤チェックボックスに
チェックを⼊れ、ます。スタッカーが接続されてない場合は、チェックボックスにチェックが
⼊ってないことを確認してください。

3. スタッカーが接続されている場合は、追加情報が必要になります。

a スタッカーがカッティングテーブルの拡張テーブルにマウントされている場合は、拡張
テーブルマウント済みチェックボックスにチェックを⼊れます。

b スタッカーが直接カッティングテーブルにマウントされている場合は（標準構成）、拡張
テーブルマウント済みにチェックが⼊っていないことを確認してください。

カッティングテーブルに直接マウントされたスタッカーを使いジョブを実⾏するには、システム
を適切に設定する必要があります。これをするには、［スタッカー位置の設定］ボタンをクリック
します。ダイアログボックスがポップアップ表⽰され、同時モードで最⼤素材⻑または最⼩送り時
間∕最⼤真空範囲を達成する推奨ピック位置が表⽰されます。
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ダイアログボックスの下部には、フィーダースタッカーシステムのPLCソフトウェアの検出された
バージョンと予想されるバージョンが表⽰されます。これらが⼀致しない場合は警告が表⽰されま
す。ここでは、PLC構成のバックアップおよび復元も可能です。
スタッカーの設定⽅法、フィーダーおよびスタッカープロダクションモードの使⽤⽅法について
の情報は、カッティングテーブルの「ユーザーマニュアル」で⼊⼿できます。

 ロボティクス⾃動化

• IPアドレスは、ロボットを供給するPLCへのイーサネット接続のアドレスです。
• ポートは、同じ接続に使⽤するポート番号です。
• 事前にリリースされたインストールを除く、普通はダイナミックグリッパーを選択します。
• 通常、マルチゾーングリッパーを選択します。グリッパーがテーブルの全作業領域をカバーし

ているような構成の場合（シングルゾーン）は、例外となります。

 Mermaid Flexo Automation
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iPCは、指定されたIPアドレスを使⽤してサーバーからコマンドを受信することにより、⾃動モー
ドでFlexoカッティングジョブを実⾏するコマンドを受信できます。接続状態は、テスト接続ボタ
ンで確認できます。

13.5.  リードイン/リードアウト

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［リードイン/リードアウト］
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リードイン/リードアウト機能は主にミリングに使⽤されます。
リードイン/リードアウトを曲線に追加すると、プロダクションの際に曲線が動的に開き、延⻑す
ることで、断裁をパスの内側/外側で開始/終了することができます。
これは、素材を初めに切り込む際、および最後に引き上げる際に、他の部分と⼀貫性のない断裁
結果を引き起こす可能性があるため、ミリングにとって⼤変重要です。
リードインおよび/またはリードアウトの適⽤⼿順については以下を参照してください。
1. 曲線修正 。
2. 曲線点修正 。
ここで説明されている［リードイン/リードアウト］オプションダイアログでは、リードインおよ
び/またはリードアウトが適⽤された場合のデフォルト値を指定します。
次のパラメータが使⽤できます。

すべてのリードインとリードアウトを削除
これが選択されると、すべてのリードインとリードアウトがジョブから削除されます。

リードインを追加
リードインがデフォルトにより曲線に追加されます。

リードアウトを追加
リードアウトがデフォルトにより曲線に追加されます。
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外側のカーブ(O)
リードインおよびリードアウトは適⽤される曲線の外側に追加されます。

内側のカーブ(I)
リードインおよびリードアウトは適⽤される曲線の内側に追加されます。

ツールに依存
内側または外側、およびリードインとリードアウトの半径はどちらも、⽬的の曲線が存在するレ
イヤーの［レイヤーの編集］ダイアログで設定されているツールパラメータに依存します。

リードインの半径/ リードアウトの半径
リードインおよびリードアウトは、常に絶対パス円弧として⽣成され、そのサイズは半径で指定
されます。
半径はミリングビットの直径を考慮し、⼗分な⼤きさである必要があります。

リードイン/リードアウトを適⽤する際にこのダイアログを表⽰する
このオプションを選択すると、曲線の編集および［曲線点の編集］ダイアログからリードインお
よびリードアウトが適⽤される場合に、このダイアログが現れます。

13.6.  バックアップ

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］->[バックアップ]
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⾃動バックアップシーケンスを設定する場合に、このダイアログを使⽤します。
システムバックアップでは、⾃動バックアップの頻度を⽇単位、週単位、または⽉単位から選択
できます。
ディスクが容量まで満杯にならないよう、警告メッセージが出る前にバックアップの最⼤許容数を
指定します。
PCで複数のユーザーアカウントを使⽤している場合、バックアップの場所は、中央サーバ上か、
または例えば、 C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup上のすべてのユーザがアクセス
できるフォルダにします。
詳細については、バックアップと復元 を参照してください。

13.7.  ⾔語

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［⾔語］
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Windowsの既定の⾔語
ユーザーインタフェースで使⽤する⾔語はWindowsオペレーティングシステムの⾔語をデフォル
トとします。

その他の⾔語
以下の場合は、このオプションを選択します。
1. 現在のWindows⾔語がiPCでサポートされていない場合。
2. 別の⾔語の選択を希望する場合。
対応するドロップダウンリストボックスから⽬的の⾔語を選択し、［OK］をクリックします。
新しい⾔語設定を反映するためにiPCを再起動します。

注 : ユニコード⽂字設置（中国語やロシア語）に限定されない⾔語で、iPCのマシン接続部
分にテキストを正しく表⽰するには、以下の設定がWindowsコントロールパネルで必要に
まります。地域と⾔語 - ［フォーマット］タブ - 正しいフォーマットを選択します。［管
理］タブ：システムロケーションを変更します。

13.8.  リファレンスポイント

［メニューバー］->［編集］->［オプション］...->［基準点］
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リファレンスポイントについて
ジョブをテーブルに配置する際にリファレンスポイントが使われます。
実際のジョブでは、選択された基準点の座標はX=0、Y=0となります。

13.8.1.  メインリファレンスポイント

メイン基準点 (R) はテーブル上の固定基準ポイントです。

                                                                                                                                                                                                             291 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



ダイアログの［リファレンスポイント］⼀覧から選択できますが、このリファレンスポイントは
修正や削除ができません。

13.8.2.  ユーザー定義Reference Point

ユーザー定義の基準点を作成

1. ［新規］ボタンをクリックし、新規のユーザー定義リファレンスポイントを作成します。
2. リファレンスポイントの名前を［名前］編集フィールドに⼊⼒します。
3. 以下の⼿順でリファレンスポイントの配置を設定します。

a ダイアログの［配置］フィールドにX/Y座標を⼊⼒します。
座標はメイン基準点に相対します。

b ［アップデート］ボタンをクリックし、リファレンスポイントの座標を現在のレーザー位
置に設定します。

［OK］をクリックして、新規のリファレンスポイント設定を有効化します。
ユーザー定義リファレンスポイントを削除

1. リファレンスポイント⼀覧から、削除するユーザー定義リファレンスポイントを選択しハイラ
イトします。

2. ［削除］をクリックします。
パネルリファレンスポイント
パネル基準点はユーザー定義Reference Pointの特殊バージョンです。
ダイアログのリファレンスポイント⼀覧から選択します。
パネル基準点の設定には3つの⽅法があります。

1. ダイアログの［配置］フィールドにX/Y座標を⼊⼒します。
座標はメイン基準点に相対します。

2. ［アップデート］ボタンをクリックし、Panel Reference Pointを現在のレーザー位置に設定し
ます。

3.
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リファレンスポイントの設定を押します。
パネル基準点は現在のレーザー位置に設置されます。

13.9.  接続

［メニューバー］->［編集］->［オプション］...->［接続］

Kongsberg Hub:

リソースデータベース(R):

サブミットフォルダ：

Kongsberg Hub、リソースデータベース、送信フォルダのアドレス/場所は定義されています。全
員に「デフォルト接続を使⽤」をお勧めします。

バッチ送信フォルダ：
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バッチプロダクション⽤のオプションのバッチ送信フォルダをここで定義できます。 バッチプロ
ダクション 掲載ページ 244 の説明を参照してください。

注 : 送信フォルダに配置されたファイルは、⾃動的にマイジョブに追加されます。

ターゲットファイルバッチ名

バッチ送信フォルダに送信されたファイルは、マイジョブリストに表⽰されるバッチファイルに
収集されます。ファイル名は、ここに⼊⼒した名前から始まります。

13.10.  テーブルより⻑いジョブ

［メニューバー］->［編集］->［オプション］...->［テーブルより⻑いジョブ］

テーブルより⻑いジョブの⼀部のデフォルト設定を変更できます。
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13.10.1.  フィード中のズレを補正

これらのオプションは、正確なサイズを使⽤する補正タイプで⽣産される、トンボが付いたジョ
ブに適⽤されます。ただし、完全補正およびリニア補正は除きます。

この機能は、コンベアフィード中の不正確さまたはズレ/ギャップを補正して、セクション間（接
合）においてカットラインの位置合わせが向上します。これは、コンベアフィードの前後で、2回
読み取られるトンボの位置を⽐較して⾏われます。したがって、分割線の背後近くに レジストレー
ショントンボマークがあるようにするため、分割線を調整する必要がある場合があります。
詳細については、 テーブルより⻑いジョブのオプション 掲載ページ 231 を参照してください。

補正はX⽅向とY⽅向に個別に制御できます。
• テーブル（X）に沿う。X⽅向の⼩さなズレがある場合に使⽤して、カットラインを結合できる

ようにします。
この機能を使⽤すると、最終的なカットのサイズが変更されることがあるため、お勧めしませ
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ん。コンベアフィード⻑さが不完全なため、Xに⼤きなズレがあった場合にのみ使⽤してくだ
さい。

• テーブル(Y)の間。Y⽅向に⼩さなズレがある場合に使⽤して、テーブルフレーム間でカットラ
インを上⼿く結合できるようにします。ほとんどのコンベアはフィード中にY⽅向の左右に移
動するため、デフォルトでこれは有効になっています。
Y⽅向に多くの素材が移動したり、フィード中にY⽅向に収縮したりする場合は、この機能をオ
フにすることをお勧めします。

13.10.2.  ジョブをフレームに分割

• すべての利⽤可能なレジストレーションマークを読み込む
iPCでは、分割線が⼩さなセクションに設定されていても、作業領域ですべての利⽤可能な レ
ジストレーションマークが読み込まれます。この関数を使⽤して全体の回転と延⻑をより良く
推定します。ただし、全体のプロダクション時間が若⼲増えます。

• 最も短いフレームを先に切断
デフォルトでは、この機能によって、⾃動分割計算中に最⼩セクションから、テーブルより⻑
いジョブが分割されます。最⼩セクションを最初にカットする場合は、この機能を有効にしま
す。最⼩セクションを最後にカットする場合は、この機能を無効にします。

通常、最⼩セクションは最後にカットされるべきではありません。これは、真空がオンになって
いても、⼩さなセクションが、材料の重量のためテーブルから滑り落ちる危険性があるからです。

素材に数多くの延⻑がある場合、最後のセクションを完全なテーブルサイズにしないことをお勧
めします。これは、到達可能（作業）領域の外側をカットする必要が⽣じる可能性があるためで
す。

13.11.  アンダーサイドカメラ

［Menu Bar］->［編集］->［オプション］...->［下⾯カメラ］
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iPCは指定IPアドレスからオプションの下⾯カメラシステムと通信して画像を受信することができ
ます。接続状態は、テスト接続ボタンで確認できます。

13.11.1.  シートプロファイルでシステム設定を調整する

画像が暗すぎるたり、すべてのジョブで常にオフセットが働いている場合は、調整が必要です。下
⾯カメラ設定は、[オプション]->[下⾯カメラ]->[下⾯カメラシステム設定]にあります。
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下⾯カメラ設定ダイアログ

セッティング
• システム基準コーナー - 右下または右上

• このコーナーでiPCが測定を実⾏します。
• これがすべての基準となります。

• Xオフセット - mm単位のオフセット
• Yオフセット - 右上 - オフセット検知コーナーとして右上を使⽤している場合のYのオフセット
• Yオフセット - 右下 - オフセット検知コーナーとして右下を使⽤している場合のYのオフセット
• スケールXおよびスケールY - ⼿動リニアスケール補正

• 0.0 でスケール調整なし
• 0.001 - 2000 mm/78.74 in.幅のシートを2 mm/0.08 in.にする
• 印刷回転モード5が選択されている必要があります（⼿順はKongsbergフィールドサービス

エンジニアにお問い合わせください）。
• 回転オフセット - シートの回転⾓度

13.11.1.1 カメラ設定
基本的に画像は⾊が薄くなるようにしてください。

露光：500-3000、シャッター時間です。この値が⾼いほど露出時間は⻑くなり、画像は明るくな
ります。
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ガンマは、画像改善要素です。デフォルトでは600で、400から1000の範囲で設定できます。値を
⼩さくすると画像のダイナミックレンジが向上しますが、同時にコントラストも多少失われます。

ゲイン：値が⼤きいと画像の⾊が薄くなりますが、ゲインは画像のノイズも増加させるため、先
にガンマと露光を調整してください。
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14.  マシン接続および構成

Windowsツールバーから、マウスの左ボタンを押してマシン接続を開きます。（マウスの右ボタ
ンを押すとダイアログが開き、メンテナンス情報が表⽰されます）。
使⽤できるメニューアイテムは次の通りです。
• マシン構成
• ツール設定
• サービスメニュー
• 機器接続について...
• 終了

注 : これらの機能は基本システム設定をカバーし、通常は1度のみ設定します。

訓練を受けた担当者によってのみ管理されます。
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14.1.  マシン構成

14.1.1.  ハードウェア設定

［マシン接続］->［マシン構成］->［HW設定］

                                                                                                                                                                                                             301 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



2台の真空ポンプ
システムが2台の真空ポンプで使うように設定
されているかを指定します。

Blow Backのポンプに使⽤
このシステムは2台の真空ポンプで使うように
設定されており、ポンプはブローバックを⾏い
ます。

真空設定
このダイアログでは、カッティングテーブルに
設置されている真空ハードウェアの設定を選
択します。真空セクションの数。

コンベア / テーブルルーラー
このシステムにコンベア、テーブルルー
ラー、または何もマウントされていないかを
指定します。

オペレータパネル
オペレータパネルの位置を指定します。
この情報はオペレータパネルにあるジョグボ
タンの［ジョグ⽅向］を定義します。

カメラ設定
［カメラ設定］ダイアログを開きます。
詳細については、 カメラ操作 掲載ページ
311 を参照してください。

通信
シリアルまたはTCP通信で接続されています。
シリアルの場合：COMポートを選択
⻑いCANケーブルオプション有効/無効

ミリングツール設定
［ミリング設定］ダイアログを開きます。

これらの設定に関するさらに詳しい情報は、カッティングテーブルの「ユーザーマニュアル」を
参照してください。

14.1.2.  セットアップ

［マシン接続］->［マシン構成］->［セットアップ］
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真空/ブローバック
インストール済みの真空/Blow Backソリューションを指定します。

• ファンを使⽤した標準ブローバック
ブローバックは別のファンを使って⾏われます。

• 真空ベースのブローバック
ブローバックは真空ポンプを使って⾏われます

ジョグ速度
低速および⾼速のジョグ速度を最⾼速度に対してパーセントで指定します。

インクリメンタルジョグ
低速および⾼速のインクリメンタルジョグのステップサイズを設定します

Sheet Feedの分割
通常、素材フィードは1つの連続した動作として⾏われます。
素材フィードを2つの分割された動作にする場合、このオプションを選択します。
特定の素材サイズで、必要のない安全ブレイクを避けることができます。
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シートフィード修正
修正値を追加します。
正数は移動幅を⼤きくします。

コンベア速度
コンベア速度」を最⾼許可速度に対してパーセントで指定します。
最適なフィード作業のために、素材によってはコンベア速度をおとす必要があります。

コンベア加速度
コンベア加速度を最⾼許可加速度に対してパーセントで指定します。
最適なフィード作業のために、素材によってはコンベア加速度をおとす必要があります。

ツール⾼さ校正モード
補正モードを選択します。

• ［⼿動調整］ - ツール⾼さ校正を⼿動で⾏います。
• ［⾃動測定］ - ツール⾼さ校正にX-padを使⽤します。X-padが装備されたマシン専⽤です。
注：XPおよびCシリーズマシンは測定ステーションのみによる⾃動測定が可能です。

デフォルト
すべてのパラメータは出荷時の規定値に設定されています。

これらの設定に関するさらに詳しい情報は、カッティングテーブルの「ユーザーマニュアル」を
参照してください。

14.1.3.  インストール

［マシン接続］->［マシン構成］->［インストール］
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Main Reference Positionの設定
［基準点を設定］ウィザードを起動します。
ウィザードの指⽰に従います。
注：すべてのツールホルダーに対してこの機能を完了します。

レジストレーションテーブルサイズ
［レジストレーションテーブルサイズ］ウィザードを起動します。
ウィザードの指⽰に従います。

XからX⾓度の調整
XからX⾓度の調整ウィザードを起動します。
ウィザードの指⽰に従います。

ルーラー位置の設定
［ルーラー位置］の設定ウィザードを起動します。
ウィザードの指⽰に従います。

マップテーブルトップ⾯
マップ［テーブルトップ⾯］ウィザードを起動します。
真空テーブルの上で実⾏します。アンダーレイの断裁やコンベアベルトの上では実⾏できません。
ウィザードの指⽰に従います。

テーブルトップ基準
現在のレーザーポインタ位置でのテーブルトップレベル測定を更新します。
［カッティングアンダーレイ］の上で素材なしで測定します。
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測定パッドの校正
測定パッドの校正ウィザードを起動します。
ウィザードの指⽰に従います。

測定ステーションの調整
XPおよびCシリーズのテーブルには、測定ステーションを調整するためのウィザードがあります。

これらの設定に関するさらに詳しい情報は、カッティングテーブルの「ユーザーマニュアル」を
参照してください。

14.2.  ツール設定

［マシン接続］->［ツール設定］

指定されたツール
カッティングテーブルに現在装着されているツールが表⽰されています。

ツールの選択
ラジオボタンで更新するツールを選択します。

ツールの指定
［ツールID］シーケンスを完了します。
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14.2.1.  アクティブツールの調整

14.2.1.1 ⼀般
ツール調整はウィザードを使⽤して⾏われます。
すべてのツールは、使⽤する［ツールホルダー］位置で調整する必要があります。
これらのウィザードを⾏う場合、⾼品質カートンまたは波形板のシートを使⽤することを推奨し
ます。

14.2.1.2 調整について
ツール⾼さ

ツールチップはアンダーレイの断裁⾯に触れる必要があります。
ラグ設定
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ナイフラグは、ブレードアダプタに依存します。
回転調整 

移動⽅向に対して接線⽅向のツールの⾓度を調整します。
中⼼オフセット調整

ツールを横に調整し中⼼に置きます。
中⼼オフセット調整

ツールを横に調整し中⼼に置きます。
⼿動調整
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⼿動調整のオプションも⾓度オフセットおよび中⼼オフセットに利⽤できます。
カメラキャリブレーション

カメラオフセットおよびレンズ歪みを補正します。
詳細については、 カメラ操作 掲載ページ 311 を参照してください。
Vノッチ⾓度校正

Vノッチ⾓度の調整を⾏い、機械的オフセットを補正できます。
オフセット調整 

レーザーポインタに対してのオフセットを調整します。

ツール調整に関するさらに詳しい情報は、「カッティングテーブルのユーザーマニュアル」を参
照してください。
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14.2.2.  詳細

［詳細］ダイアログは、［ツール⼀覧］への［無視］、［削除］、［追加］ を選択します。
ツール⼀覧には、ツール位置に選択できるツールを含みます。

⾃動ツール指定を無視
［⾃動ツール指定を無視］機能は、［⾃動ツール検出］でエラーが発⽣し、⼿動でツールを選択
する場合に使⽤します。
⾃動ツール指定を無視を選択すると、ツールセットアップは、次の操作後も変更されません。
• ［テーブルゼロ位置］シーケンス
• ［ツールの指定］機能
削除ツール
削除ツールは、使⽤しないツールを削除します。
削除されたツールは、［レイヤーの編集］ダイアログの［ツール⼀覧］から削除されます。
ツールの追加
ツールの追加では、

• 新しいツールを追加します
• ［⾃動ツール検出］でエラーとなったツールを追加します
ツールはツール⼀覧に追加されます。

                                                                                                                                                                                                             310 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



14.3.  カメラ操作

14.3.1.  カメラを表⽰

［Menu Bar］->［機器］->［カメラを表⽰］

［マシンパネル］->［カメラを表⽰］

カメラ画像の即時チェックにはこの機能を使
⽤します。

⾃動カメラのテスト：
• プルダウンメニューから検出のタイプを選

択します。
• 適切な素材をカメラ画像に移動します。
• 検出されたレジストレーションがハイライ

トされます。
• 画像の下の緑のバーは、検出品質を⽰しま

す。

14.3.2.  カメラ設定

［マシン接続］->［マシン構成］->［HW設定］->［カメラ設定］

                                                                                                                                                                                                             311 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



必要条件：
• カメラはイメージングデバイスとしてデバイスマネージャで確認できる必要があります。
• 必要なカメラドライバがインストールされている必要があります（i-Cutカメラの場合はEpixド

ライバ）。

• i-Cutカメラを使⽤している場合、 i-Cutカ
メラの追加を選択します。

• カメラの⼀覧から現在接続されているカメ
ラを選択します

• ［編集］を選択します

• カメラに適切な名前を⼊⼒します
• カメラの種類を選択します（ツールヘッ

ド、スタック内）
• ［OK］を選択して、設定を保存します。
接続されているツールヘッドはアスタリスク
（*）が名前の前に表⽰されます。

14.3.3.  カメラ設定

［マシン接続］->［マシン構成］->［HW設定］->［カメラ設定］

iカメラがある場合は、⼀部の追加機能が使⽤できます。
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• ビューをリフレッシュします。
• 実際のカメラを選択します。
• ［編集］を選択します。

このダイアログでは、次の設定を⾏うことが
できます。
• カメラの名前を付けます。
• ツールヘッドのタイプを選択します。
• ツールヘッドを選択します。
• ［詳細設定を有効にする］を選択し、パラ

メータを調整します。

注：
調整前、適切なカメラの⾼さを確認します。
［⼿動ツールを下げる］を押し、カメラを正
しい位置に移動します。
［OK］を押して完了します。

画質
設定を調整してテストし、安定して正確なト
ンボを取得します。
注：［カメラ設定］の調整は［レジストレー
ションダイアログ］ からも利⽤できます。
キャプチャモード
［反射の最⼩化］を選択し、内蔵カメラライ
トを使⽤します（デフォルト）。
［影の最⼩化］を選択し、影によるエラーを
排除します。
［照明なし］を選択すると、内蔵カメラライト
がオフになります。
ファームウェアを設定（図中ハイライト）
カメラのファームウェアを初期化する必要が
あります。これは通常、⼯場で⾏われます。
ただし、新しいカメラの場合、2.4.0より古い
バージョンのiPCから直接アップグレードする
場合の古いカメラの場合、セットアップが必
要です。

14.3.4.  オフセット調整

［マシン接続］->［ツール設定］->［アクティブツールの調整］->［オフセット調整］
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2つの初期ステップが必要です。
• レーザーポインタとすべてのツール位置の

間のオフセット調整を完了します。
• レーザーポインタとカメラの間の共通リ

ファレンスツールとして、1つのツールを
選択します（ナイフツールが推奨されま
す）。

［オフセット調整］を選択しウィザードを完
了します。

14.3.5.  カメラキャリブレーション

［マシン接続］->［ツール設定］->［アクティブツールの調整］->［カメラキャリブ
レーション］
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この処理⼿順には、前の章と同じリファレン
スツールを使⽤します。

［カメラ］および［アクティブツールの調
整］を選択します
ウィザードの⼿順に従って操作します。

［カメラキャリブレーション］を選択します。

ウィザードの⼿順に従います。
1. リファレンスツールを選択します。オフ

セット調整で使⽤したのと同じツールを推
奨します。

2. 薄い素材をテーブルにのせます。
3. ［真空オン］を使⽤してシートを固定しま

す。
4. レーザーポインタをシート上の適切な位置

へ移動します。
5. ［開始］を押し基準マークを作成します。
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真空オンでシートが固定されている間に以下
を⾏います。
1. ツールヘッドを離します。
2. カットアウトを基準マークから慎重に取り

除きます。
3. ［次へ］を押します。

1. マークが正しく検知されたことを確認しま
す。

2. ［次へ］を押します。
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［カメラキャリブレーション］ウィザードが
完了しました。
正常に完了したことが左図のように表⽰され
ます。
［完了］を押します。

［閉じる］を押し、処理を終了します。

注：カメラビューは［レイヤービュー/プロ
ダクションビュー］ に従って⽅向づけられま
す。

14.4.  サービスメニュー
注：
［サービスメニュー］機能は、承認されたサポート担当者のみ使⽤可能です。
テーブルオペレータを対象としていません。

14.4.1.  メッセージ表⽰

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［メッセージ表⽰］
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警告をポップアップ表⽰
各警告メッセージの表⽰に［メッセージ表⽰］ウィンドウを使⽤する場合に選択します。
エラーメッセージが常に表⽰されます。
常に上部
メッセージ表⽰をデスクトップ上に⾏う場合に選択します。
ログメッセージ
有効な場合、すべてのメッセージは後に調査できるようにログ処理されます。
トラブルシューティングに役⽴ちます。
表⽰
どのレベルでメッセージを表⽰するか指定します。

• すべて - 全種類のメッセージが表⽰されます。
• 重要のみ
• 重⼤のみ

14.4.2.  メモリーダンプ

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［メモリーダンプ］

［メモリーダンプ］アプリケーションを呼び出します。
ソフトウェアメンテナンスに使⽤されます。
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詳細については、「Hwtestユーザーマニュアル」を参照してください

14.4.3.  位置表⽰

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［位置表⽰］

さらに詳しい情報は、カッティングテーブルの「ユーザーマニュアル」を参照してください。
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14.4.4.  真空ダイアログを表⽰

開いているジョブに適した真空ポンプゾーンを選択します。
注：このダイアログは次から開くことができます。［マシンパネル］->［真空ポンプゾーン］

14.4.5.  オペレータパネルのエミュレート

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［オペレータパネルのエミュレート］

ソフトウェアメンテナンスのための機能です。

14.4.6.  ツールホルダーの選択

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［ツールホルダーの選択］
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テスト⽤に［ツールホルダー］を選択します。
この機能はiPCがカッティングテーブルから接続解除されている場合のみ使⽤できます。

14.4.7.  位置/真直度測定

［マシン接続］->［サービスメニュー］->［位置/真直度測定］

位置/真直度測定は、認定サービス担当者専⽤のユーティリティです。
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14.5.  機器接続について...

システムバージョン
バージョン番号とソフトウェアがインストー
ルされた⽇付。

機械サイズ
機械サイズは［レジストレーションテーブル
サイズ］機能によって得られます

機械タイプ
接続されたカッティングテーブルの機械タイプ
を⼊⼒します。

作業領域すべてのツール
現在マウントされているツールホルダーのす
べてのツールに使⽤可能な名⽬作業領域です。

マシンシリアル番号
シリアル番号。iPCがインストールされたとき
に⼊⼒された6桁の数字。

最⼤加速 %
接続されたカッティングテーブルに関する最⼤
加速度。

14.5.1.  メンテナンス情報

14.5.1.1 現在のステータス

⽇付
今⽇の⽇付。

最初に開始された時間
システムが最初に実⾏した⽇付。

通し時間
機械が稼働（実⾏）されていた時間の合計。

合計作成シート数
合計作成シート数。
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14.5.1.2 メンテナンス

⽇付
前回のメンテナンスが⾏われた⽇付。

実⾏者
前回のメンテナンスを実施したユーザーのイ
ニシャル。

通し時間
前回のメンテナンスを実施した後の時間カウ
ント。

前回のメンテナンス以降
前回のメンテナンス以降の稼働時間。

14.6.  終了
この機能で、カッティングテーブルへの接続を終了します。

再接続する場合：［メニューバー］->［マシン］->［接続］

14.7.  ログ処理

14.7.1.  ⼀般

14.7.1.1 バグレポート
バグレポートは以下を含みます。
• 何が起こったかを詳細な段階で追った説明。
• 顧客の現場で検出された場合、そのバグが実験室で再現できることの確認。
• 補助資料として、予測されていた動作の説明。
• ログフォルダの.zipファイル。これには最低でも以下のファイルを含みます。
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.  ログオプション

［Menu Bar］->［アドバンスト］

Ctrl + Alt + Shift + L
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本来、これらのオプションは、Kongsberg社
員⽤です。
これらのパラメータを変更すると、システムの
パフォーマンスに影響を与える場合がありま
す。
ここで説明するパラメータの改変は、如何な
るものもKongsberg社員と協⼒して実施しな
ければなりません。

このダイアログではログレベルを設定します。
ログ設定を有効化するにはiPCを再起動します。
デフォルト設定はサービスログに常に保存されます。
ログの開始はKongsberg社員から要求された場合のみ⾏います。

14.7.2.1 処理⼿順
ログ記録を開始するには、
［ログ設定］ダイアログで、統合ロギングシステムを使⽤およびファイルにログを選択します。
ログファイルのサイズを減らすために、使⽤は最⼩限に控えて下さい。
• iPCを起動します。
• テストのみを⾏います（ほかの動作は⾏いません）。
• iPCを停⽌します。
• ログフォルダをZIPファイルに圧縮し、サーバーにコピーします。

注：
• ログタイプのデバッグまたはトレースはパフォーマンスに深刻な影響を与えますので、使⽤は

短時間に限ってください。 
• マシンをサービスログ以外の設定にしたままにしないでください。
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15.  ソフトウェアのインストール

15.1.  PCの設定
ソフトウェアをインストールする前に、以下の指⽰に従ってPCを設定します。

15.1.1.  電源オプション

コントロールパネルから電源オプションを開きます。

以下の図に従って、プラン設定を変更します。
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以下の4枚の図に従って、電源オプションを変更します。

15.1.2.  Dellアップデートを無効

Dell（モニター）のドライバおよびBIOSが⾃動アップデートに設定されている場合がありま
す。タスクバーの検索ウィンドウに「Dell」と⼊⼒すると、「Dell Command Update」または
「Dell Client System Update」にアクセスできます。これらのコマンドのいずれかが使⽤可能な
場合は、ダイアログを開き、［⼿動更新のみ］を選択します。

                                                                                                                                                                                                             326 |

                                                                                                                                                                 i-cut Production Console .
ユーザーマニュアル



15.1.3.  i-cutカメラを使⽤するWindows 

 Fast Bootコンピュータでは、PCI Express Card/フレームグラバソフトウェアが
検出されない

PIXCI® SV、フレームグラバは、電源投⼊後に初期化するのに数分の秒を必要とします。その
後、それ⾃体をオペレーティングシステムと識別できます。⼀部のFast Bootコンピュータでは、
オペレーティングシステムがカードを⾒ない場合があり、カードのドライバはロードされません。
⼀部のコンピュータでは、「ハード」リブート後にPIXCI® フレームグラバが検出されないことが
ありますが、（コンピュータの電源を切断後、再度投⼊しなくても）「ソフト」リブート後に検
出されます。その他のコンピュータでは、ソフトリブートの後でもフレームグラバが検出されませ
ん。
Windows を搭載している⼀部のコンピュータでは、ハードリブートではなく、ソフトリブー
トの後にPIXCI® フレームグラバが検出されることがあります。Windowsの（コントロールパネ
ルの電源オプション下にある）「⾼速スタートアップを有効にする」を無効にすると、ハードリ
ブート後の検出が可能になります。

 ⾼速スタートアップを無効にする

1. コントロールパネルから電源オプションを開きます。
2. 左側の電源ボタンの動作を選択するリンクをクリックまたはタップします。
3. 上部の現在利⽤可能ではない設定を変更しますリンクをクリックまたはタップします。
4. セキュリティ警告が表⽰されたら、はい/OKをクリックします。
5. 電源ボタンの動作を変更するを選択します。以下の画⾯が表⽰されます。
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次の設定を適⽤して確認します。
• 私が電源ボタンを押したとき：シャットダウン
• 私がスリープボタンを押したとき：表⽰をオフ
• ⾼速スタートアップをオン：チェックを⼊れない
• 休⽌：チェックを⼊れない
⾼速スタートアップを有効にするのチェックを外すと、上述した問題が発⽣した場合、次回の
シャットダウン時に、システムが実際にシャットダウンされます。

 ⾼速スタートアップをオフにするオプションが使⽤できない場合は、レジストリ
キーを変更する必要がある場合があります。

注 : レジストリキーを設定すると、システムに別の問題が発⽣する可能性があるので、さ
らに注意が必要です。

1. タスクバーの検索フィールドにregeditと⼊⼒して、レジストリツールを開きます。レジスト
リウィンドウの左ペインで、HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
\Session Manager\Powerを探します。

2. 上記の場所の右ペインで、HiberbootEnabledが利⽤可能かどうか確認します。利⽤できない
場合は、マウスの右キーをクリックして新規を選択し、DWORD ( ビット) 値をクリックし、
作成します。
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3. 名前コラム下で、⽤語HiberbootEnabledと差し替えます。データ値は、⾼速スタートアップ
がオフになっていることを⽰すゼロ（0）にしてください。

4. コンピュータを再起動して、変更を有効にします。

15.2.  iPCのインストール

15.2.1.  処理⼿順

iPCは、Windows 、Windows 、およびWindows のオペレーティングシステムをサポートし
ます。

注 : インストール担当者は、フロントエンド PCの「管理者権限」があることが必要です。
（管理者権限のないユーザーも、起動しiPCを実⾏します。）

iPCをインストールする前、ウイルス対策プログラムまたは他のセキュリティプログラムを
停⽌するか、またはアンインストールすることが必要になる場合があります。

iPCは、セキュリティソフトウェアが疑わしいと間違って解釈する機能を正当に利⽤し、そ
の結果ファイルを削除し、ある必要な機能をブロックする場合があります。

表⽰内容は、インストール時のインターネットインフォメーションサービスの設定失敗の
メッセージ、またはiPCの起動時のエラーメッセージについてのメッセージで、そのメッ
セージは推奨事項に従って再起動した後も存続し、Kongsberg Hubまたはリソースデータ
ベースが利⽤できないことを⽰します。

iPCが正常に機能するためには、お使いのPCのWindowsバージョンが最新版に更新されて
いる必要があります。Windowsが最新版になっていないと、iPCが正しく動作しなかった
り、インストールできない場合があります。

iPCインストールメディアを開き、次のように実⾏します
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IPC Installer.exeをダブルクリックします。

Installer.exeの［セキュリティ警告ダイアロ
グ］が表⽰されることがあります。

［実⾏］をクリックし、iPCのインストールを
許可します。

［ユーザーアカウント制御］ダイアログが表
⽰されることがあります。
［はい］をクリックして続⾏します。

インストーラーにより、ログオンしたユーザー
に適切なアクセス権限があるかが確認され、
また正しいバージョンの前提条件ソフトウェ
アがすでにインストールされているかが確認
されます。
前提条件ソフトウェアが古いか、またはイン
ストールされてない場合、⾃動的にインス
トールが選択されます。

［次へ］をクリックし、インストールを開始
します。

最低限のユーザーインターアクションで前提条件ソフトウェアがインストールされているが、
iPCインストーラーを起動時、上記と同様のセキュリティの警告を受け取ることがあり、実際にそ
れが発⽣した場合は、［実⾏］をクリックして続⾏します。

すべての前提条件ソフトウェアがインストールされると、 i-cut Production Consoleのインストー
ルが開始されます。
互換性のあるKongsbergソフトウェアを以前インストールしている場合は、インストーラーが検
知し、発⾒されたテーブルタイプを提⽰します。
［次へ］をクリックし、インストールを続⾏します。
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サポートされていない古いKongsbergソフトウェアが⾒つかった場合、またはサポートされてい
る複数のテーブルタイプが⾒つかった場合は、インストールするテーブルタイプを選択すること
が求められます。

インストーラーの実⾏中はしばらくお待ちください。
終了したら、テーブルのスイッチを⼊れ、［完了］をクリックします。
新しいソフトウェアもテーブルにアップロードできるように、今度はSysloadが起動します。
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Cuモジュールを読み込みますかの質問に［は
い］と答えます。

アプリケーションプログラムSysloadが実⾏さ
れます。

情報ダイアログの［読み込み］ボタンをク
リックします。

CUモジュールの読み込みが完了すると、シス
テムの新しい状態が表⽰されます。
ダイアログの右上の⼗字をクリック
し、SysLoadを終了します。

15.2.2.  サイレントインストール

iPCバージョンのリモートディストリビューションが必要な場合は、iPCインストーラーはユー
ザーによる介⼊を必要とせず、サイレントに実⾏可能です。

以下のコマンドライン構⽂を使い、iPCはサイレントにインストールされます。
"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

このコマンドラインの別のエレメントは以下のように分類可能です。
iPC Installer.exe
インストーラーパッケージのファイル名。
exenoui /qn
インストーラーをサイレントに実⾏することを指定する2つのコマンド。
この2つは、サイレントインストールが適切に機能するにように使⽤しなければなりません。
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これは、インストーラーを作成するために使⽤されたソフトウェアによって設定された要件であ
り、変更はできません。
TABLETYPE="X"
この部分はオプションです。
どのテーブルタイププラットフォーム（XまたはC）をインストールするかを指定するために使⽤
できます。
引⽤符の内側の値は、X、Cまたは他の有効なテーブルタイプ名にすることができ、例えば、XNは
Xプラットフォームを作成し、XPはCプラットフォームを作成します。
省略した場合、テーブルプラットフォームは以下のパターンに従って選択されます。

• 以前、iPCまたは古いKongsberg製品をテーブルにインストールしたことが全くなく、
• ...コマンドラインでTABLETYPEが省略された場合は、デフォルトとしてXプラットフォー

ムが選択されます
• ...コマンドラインでTABLETYPEが与えられた場合は、TABLETYPEにより表⽰されたプラッ

トフォームが選択されます。
• 以前、iPCまたは古いKongsberg製品をテーブルにインストールしたことがある場合は、以前

のテーブルタイプが⾃動的に検知、選択されます。
警告: コマンドラインで与えられたTABLETYPEが、検知された以前のテーブルプラットフォー
ムと競合状態にある場合は、インストールはエラーで中⽌されます。

インストールがエラーで終了した場合、 Windows System Logのエラーエントリーにこれが反映
されます。

注 : iPCがサイレントでインストールされると、iPCを実⾏する前に、ユーザーはiPC
Sysloadを⼿動で実⾏し、テーブルCUモジュールと新しいiPCバージョンを同期する必要が
あります。

これを忘れると、iPCは、テーブルと通信できないとの警告を出します。

iPCを閉じ、Sysloadを実⾏し再試⾏してください。

注 : Windows では、.NET 4.5.2以降をインストールする必要があり、インストールしない
と、iPCはインストールに失敗します。

Windows では、.NETの必要なバージョンは含まれており、これが問題になることはあ
りません。

15.2.3.  ライセンスのオンラインアクティベート

新しいマシンでiPCを初めて起動する前、インストールを別のPCに移動する前、または新しいライ
センスタイプにアップグレードする前に、ライセンスをアクティベートする必要があります。 ラ
イセンスについて 掲載ページ 340 を参照してください。ライセンスキーがサプライヤーから受
信するか、要求される必要があります。

注 : 既存のユーザーは、2.6にアップデートした後にライセンスを再アクティベートする必
要があります。これは、ライセンスシステムの変更をサポートするために必要な1回限りの
再アクティベートです。

iPCを起動
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アクティベーションダイアログが表⽰されます。ライセンスキーをダイアログにコピーする必要が
あります。
アップグレードライセンスの場合、iPCは古いライセンスで起動します。［ヘルプ］メニューから
アクティベーションダイアログ - ［ライセンスマネージャー］を開きます。
［アクティベート］ボタンを押します。ライセンスをアクティベーションするライセンスサーバー
との通信が確⽴されます。
ライセンスを別のPCに移動するには、同じダイアログボックスを使⽤してライセンスのアクティ
ベーションを解除します。アクティベーションキーをメモし、［アクティベート解除］ボタンを押
し、アクティベーションキーを使⽤して別のPCでライセンスをアクティベーションします。

15.2.4.  ライセンスのオフラインアクティベート

iPCを実⾏しているPCがインターネットにアクセスできない場合、アクティベーションの⼀部をオ
ンラインPCで、⼀部をiPCを実⾏しているオフラインPCで⾏う必要があります。
オフラインPC/テーブルでiPCを起動します。次のダイアログが現われます。

［製品キーのアクティベート］を押します。次のダイアログが現われます。電⼦メールで受信した
アクティベーションキーを⼊⼒します。
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オフラインの場合、次のメッセージが表⽰されます。

アクティベーションダイアログで［OK］をクリックし、［キャンセル］をクリックします。iPCが
終了します。
.reqファイルをメモリースティックにコピーします。オンラインのコンピューターで、リストされ
たWebページを⼊⼒し、ls_activation.reqファイルをドロップします。［ファイルをアップロー
ド］を押します。

完了したら、［ライセンスファイルをダウンロード］を押して、ls_activation.licファイルを作成
します。
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このファイルをメモリースティックにコピーし、オフラインのPC/テーブルに持っていきます。
そこでiPCを起動します。［アクティベーション］ダイアログがポップアップ表⽰されます。［参
照］を押して、.licファイルをロードします。

［アクティベート］を押します。数秒後にiPCが正常に起動します。

15.2.5.  カメラインタフェースデバイスドライバのインストールと設定

 機器にイーサネットi-カメラが装備されている場合

i-カメラ⽤のIntel GigaBitネットワークインタフェースカードはWindowsにより認識されま
す。WindowsによりデフォルトWindows NICドライバーがインストールされます。
そのため、追加のデバイスドライバーのインストール、または設定は不要になります。

 機器にアナログi-cutカメラ、Pixci同軸カメラグラバーボードが装備されている場
合

Device Managerから適切なデバイスドライバをインストール
• オープンDevice Manager
• Pixciカメラグラバーボードを検索し、右クリックして、アップデートドライバソフトウェアを

選択します。
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• ［コンピュータでドライバソフトウェアを参照する］をクリックし、iPCインストールメディ
アのEpixドラバーフォルダを参照します。

• PCがビットのWindowsを実⾏している場合は、Windows  xサブフォルダを選択しま
す。
Windowsが32ビットバージョンを実⾏している場合は、Windows -Vista-XPサブフォルダを
選択します。
［次へ］をクリックし、Windowsがドライバをインストールしている間お待ちください。
（フォルダ名はWindows 7しか表⽰しませんが、ドライバはWindows 10にも互換性がありま
す）

PALまたはNTSCの適切な画像デコーディングをレジストリに設定
2015年5⽉以降に納⼊されたi-cutカメラはPAL標準で、2015年5⽉より古いi-cutカメラはNTSC
バージョンです。

iPCでのPAL / NTSC設定は、Windows Registry設定により制御されます。
このため、Tweak.exeプログラムが作られており、以下を適切な値に設定します。
C:\tmp

C:\Program Files
(x)\IcutProductionConsole
\MachineControllerにあるtweak.exeファイル
を検索し、ダブルクリックします。

Epixカメラ設定タブをクリックし、NTSCまた
はPALの正しいカメラフォーマットを選択しま
す。
［OK］をクリックします

注 : 間違って選択すると、iPCに幅と⾼さの⽐が不正確なカメラ画像が表⽰され、カメラ
キャリブレーションウィザードが正常に終了できません。

PCにGB以上のメモリーがある場合、メモリーアドレスの競合を避けるためにレジストリを設定

PCにGB以上のRAMが搭載されている場合、Windowsシステムのビットバージョンでの標準設
定ではEpix Pixciドライバーは機能しません。

メモリーの割り当ての競合を避けるために、レジストリ設定を⼿動で編集する必要があります。
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1- Windowsの［スタート］ボタンをクリックし、Registry Editorを起動して、検索ウィンドウに
「regedit」と⼊⼒します。
2 - レジストリエディタで、HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
EPIXXCWを参照します。
3 - PIXCI（名前コラムにある）をダブルクリックします

4 - 「PIXCI」がない場合は、⽂字列値として作
成します。
5 - 値フィールドに以下（引⽤符がなく、先⾏
スペースに注意）を⼊⼒しました。
「-WT 0x80」

-WTフラグがすでにある場合は、値を0x80に
変更します。
6 - ［OK］をクリックします。

7 - プロンプトに従ってPCを再起動します

15.3.  ファイルの保存構造

［コンピュータ］->［xxx］->［マイドキュメント］->［i-cut Production Console］

これがデフォルトのファイル保存構造です。
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バックアップ
書き出し
ジョブ
サンプルファイル
ユーザーマニュアル

15.4.  複数のユーザー
複数のユーザーが必要な場合は、管理権限のないユーザーアカウントを作成します。この場合、管
理者ユーザーがバックアップフォルダをパブリックフォルダに移動します。以下の⼿順で⾏いま
す。
1. バックアップフォルダを中央サーバー（推奨）か、または例えば、C:\Users\Public

\Documents\Kongsberg_backupに作成します。
2. すべてのユーザにそのフォルダに書き込み権限あることを確認します
3. iPCを起動し、オプションで送信フォルダとバックアップフォルダを変更します
4. iPCが2.2以前のバージョンからアップグレードされている場合は、接続カテゴリーの［オプ

ション］ダイアログで送信フォルダも確認します。「デフォルト接続を使⽤する」をアクティ
ブにしてからOKを押すと、共通の送信フォルダが確保されます

終了したら、⾮特権ユーザーとしてログインし、iPCが正常に起動していること、バックアップ
フォルダと送信フォルダがアクセス可能であることを確認します。
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16.  ライセンスについて

iPCにはつのメインライセンスがあります。
インストールされたライセンスに関する情報は、［Menu Bar］->［ヘルプ］->［License
Manager］...で⾒ることができます。

i-cut Production Consoleベーシック
ベーシックライセンスは基本的な機能のみカバーします。カメラ機能はありません。
Xシリーズのみ
i-cut Production Consoleパッケージングプロダクション
パッケージングプロダクションライセンスは、プロダクションのすべてのメイントピックをカ
バーしますが、編集、ミリング、カメラ歪曲補正に関する機能には制限があります。
Cシリーズのみ
i-cut Production Consoleサインプロダクション
サインProdライセンスはiPCソフトウェアのすべての機能をカバーするメインのライセンスです。
XシリーズおよびCシリーズ
i-cut Production Console Flexo
フレキソライセンスは基本機能と全ての補正オプションをカバーします。
Xシリーズのみ

上記に加えて、⼀部のVおよびXスターターマシンには、Sign Standardと呼ばれる使⽤されなく
なったライセンスがインストールされています。

機能 基本 パック
プロダ

クション

看板製造 Flexo 詳細

Base x x x x アプリケーションの起動を含む
すべての基本機能を有効にしま
す

Line_edit x x x x すべての⼿動による形状編集を
有効にします。ベーシックバー
ジョンはXLガイドのように「読
み取り専⽤」となります

Avoid_overcut x おもに印刷済み素材に対して⾃
動的にライン分割および断裁⽅
向の変更をする［レイヤー］機
能を有効にします

Registration_a
nd_
placement

x x x x エッジおよびトンボマークの登
録と配置（配置および回転）補
正を有効にします。レジストレー
ションデバイスはHWに依存しま
す
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機能 基本 パック
プロダ

クション

看板製造 Flexo 詳細

バーコード x x ⾃動化ワークフローを可能にす
る、バーコードの読み取り⽤の
カメラを有効にします。バーコー
ドスキャナは常にサポートされ
ています

リニア x x x リニアと尺度変更を有効にしま
す

Non_linear x x ⾮リニア（完全）変形補正を有
効にします

インテリジェ
ントマスク

x 適応レジストレーションを有効
にします

Non Stop x x テーブルプリセットと同様に1コ
ピー（テーブル）以上のプロダ
クションとマルチゾーンを有効
にします。

ミリング x リードイン/リードアウ
ト、ウォッシュアウト、ツール
直径補正などのアドバンストミ
リング機能を有効にします

Add_Nested_
Layout

x  x x x バウンディングボックスまたは⼿
動配置に基づいて、デザインを同
じシートに統合するダイアログ
を有効にします

Step_and_rep
eat

x x x ステップアンドリピート「i-cut
way」を有効にする

リバース処理 x x x x 印刷⾯からのカメラレジスト
レーション、⼿動シート反転、裏
⾯からのカットと罫線を有効に
します。段ボールワークフローの
場合です。

QuickBox x x x x 定型の実⾏を有効にします。

注 : 単独のライセンスで
あり、バンドルライセン
スと関連するものではあ
りません

注 : iPC Prep Stationは、iPC.⽤のスタンドアロンiPCライセンスです。サインプロダク
ションと同じ機能を持ちますが、テーブルを実⾏できません。マシンから離れた場所で
ファイルを準備するために使⽤することを想定しています。
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17.  キーボードショートカット

Alt + クリック すべての曲線の選択

Alt + 左
Alt + 右
Alt + 上
Alt + 下

選択された曲線をジョグ

Ctrl + - ズームアウト

Ctrl + + ズームイン

Ctrl +  データに合わせる(F)

Ctrl + A すべての曲線の選択

Ctrl + Alt + Shift + L ログオプション

Ctrl + Alt + M メンテナンスインターバルアップデート

Ctrl + C レイヤーのコピー

Ctrl + D すべてのカーブを選択解除

Ctrl + L レイヤーの追加

Ctrl + M 選択した曲線の移動

Ctrl + N 新規ファイル

Ctrl + O ファイルを開く

Ctrl + Alt + O バーコードによって開く

Ctrl + Alt + Shift + O ArtiosCAD標準から開く

Ctrl + Alt + P バーコードによるプロダクションの開始

Ctrl + Q キューされたジョブを⾒つける

Ctrl + S ファイルの保存

Ctrl + Shift + A すべてのレイヤーの選択

Ctrl + Shift + C カーブを含むレイヤーのコピー

Ctrl + Shift + D すべてのレイヤーの選択解除

Ctrl + Shift + I 曲線⽅向の反転

Ctrl + Shift + J ジョブに合わせる

Ctrl + Shift + M 選択した曲線のミラー

Ctrl + Shift + R 選択した曲線の回転

Ctrl + Shift + S 名前を付けて保存
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Ctrl + Shift + T テーブルに合わせる

Ctrl + T 選択した曲線のスケール

Ctrl + U 使⽤していないレイヤーの除去(U)

Ctrl + W ファイルを閉じる

Ctrl + Z 元に戻す(U)

削除 選択した曲線の削除

F ヘルプ

Shift + Delete レイヤーを削除
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18.  AI-CUTの使⽤

ai-cutはAdobe Illustratorのプラグインです。このプラグインは、iPCレジストレーションマー
クをデザインに⾃動的に追加するツールを提供します。詳細については、別途「ユーザーマニュア
ル」を参照してください。

プラグインおよび対応する「ユーザーマニュアル」は、https://www.kongsbergsystems.com/
en/resources/software/ai-cutで⼊⼿できます。
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19.  I-SCRIPT

従来のワークフローでは、画像データとカットデータは別のファイルとしてデザインステーショ
ンから⽣成されます。

i-scriptのワークフローでは、画像データとカットデータがRIPプロセスで分けられます。
この⼤きな利点として、RIPの途中で⾏われた修正が、画像データとカットデータの両⽅に保持さ
れることがあげられます。
i-scriptは⼤⼿RIPおよび印刷⽣産者に採⽤されています。

i-scriptファイル形式は、i-cutレイアウトやArtiosCADなどのEskoアプリケーションからiPCにデー
タを転送するためにも使⽤されます。
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20.  JDFワークフロー

このワークフローは、i-script ワークフローをさらに発展させたものです。カッティングテーブ
ルへの出⼒は2つのファイルに分割されます。
すべての断裁形状が含まれる.cgfファイル。これは必要最低限のiスクリプトファイルで、すべて
のメタデータは以下のようなメタデータを含むjdfファイルに分割されます
• ジョブ情報（ジョブID、顧客名、...)
• 素材情報（iPCで定義される素材名）
• カットするシート量
• iPCで定義されたジョブを処理するプリセット
• コンテンツと配置を含む、シートについてのすべての バーコード識別フィールドの概要。
オプションとして、印刷済みジョブのプレビュー⽤の.pngファイル。
こうしたファイルは1つのファイルに圧縮され、iPCに取り込まれます。ワークフローは、i-cut
Layout、DFS、ArtiosCADなどのEskoアプリケーションとRIPベンダーによりサポートされま
す。DFSの場合、圧縮ファイルは.dfscutと命名されます。
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