
1。仕 様 

仁1機械仕様 OH-FANUC-MC 

X軸方向(左右)移動量 mm 2050 

Y軸方向(前後)移動量 mm 850 

Z軸方向〔上下)移動量 mm 750 

主軸端画一テーブル上面 ー mm 200へ950 

主軸中心へコラム前面 m肌 900 

テーブル寸法(作業面積) mm 2200x895(2200×850) 

工作物許容質量 
k9 2500 

床面へテーブル作業面 mm 1060 

早送り速度 mm/正n 16000〔X,Y,Z) 

切削送り速度 mm/吊n 1へ5000 

手動送り速度 mm/min 10へ5000 

送り軸用電動機 kw X,Y軸AC3.8 Z軸AC4.5 

油圧ユニ・ソト用電動機 kw 2.2 

摺動画潤滑油ポンプ用電動機 W 17 

切削油ポンプ用電動機 W 250 

摺動画潤滑油タンク容量 」 6 

油圧ユニットタンク容量 」 10 

切削油タンク容量 」 650 

機械全高さ mm 3260 

所要床面積(左右X前後) m周 5460x4980 

機械質量 
k臼、 15000 

最大使用電力 KVA 46 

本機迄の1棚状力線の太さは38sq以上の物を使用して下さい。 
漏電プレーカを取付†の擦 ま、下記の仕様の物を選定して下さい。、 

感度電流 200mA、動作時間0.1秒 
接地工事 第 3種接 地(100濃以下) 

・.\ 



仁2主軸仕様 

主軸穴テーパ No.50 

主軸速度(Sコード直接指定〕 m吊‾1 30へ6000 

速度変速域変換数 2般 

主軸軸受内径 個m ゆ100 

主軸用電動機〔連続/30分) kw VAC15/18.5 

主軸潤滑油ポンプ用電動機 W 400 

主軸潤滑油タンク容量 」 15 

仁3A丁C仕様 

工具シャンク MAS403-B丁50 

工具プルスタッド MAS407-P50T-II 

工員達択方法 メモリランダム 

マガジン工具保有数 本 36 

工具最大径・(隣接工具有) 冊m 研20 

工具最大径(隣接工具無) mm \呼00 

工具最大長さ mm 400 

工具最大質量 kq 20・ 

工具交換時制TOOLtoTOOL SeC 2.5 

IcH]PtoCH]P SeC 7 

主軸エアブロー装置 有り 

主軸定位置停止装置 有1子 

マガジン旋回駆動用モータ. W ∴800 

A†Cアーム躯効用モータ W 750 

仁4使唐空気圧 

倭電空気圧 MPo 0.5へ0.7(5へ7k9/扇) 

本機のエア,-取入ロー押 丁3/8のメ ス型です。
い 

最大エアー消費量は、下記の通りになります。 

採草仕様の場合∴‥・2次 圧0.5MPo(的/的に対して約250N良/minです。 

(・2・ 2kw(3馬 力)以上のコンプレッサーを使用) 



N。. う

ト5数値制御装置仕様(0[十FANJC-MC) FANUC16M

l-5-1標準仕様

経緯の種類

結稀の部数

設表単位

貴大指令値

重量検出器

登り速度

呑瑛畿能、

茎り詔勅モ“一夕

養貰条件

入力電源、

モノク白9’’CR丁(小型)

テープ記憶,編集

テープ諦憶長

手動パルス発生器

量り速度オーバーライド

早送りオーバーライド

ドゥェル

宜察系設定.

董動座療系設定

アブソリュふノト/インクレ,メンタル、指令

小数点入力/電卓形小数点入力

リファレンス点復帰

位置決め,直線,円弧補間

3軸(同時3軸〕

最小設定単位 0.001mm

最小移動単位 0.00まmm

‡99999. 999mm

絶対位置検出器

F4桁直接指令

S機能 4桁直接指令

M機能3桁指令,丁機能2桁指令

ACデジタルサーボモータ

XうY軸 α22/2000

Z軸 α30/2000(ブレーキ付〕

周囲温、度 0-45oC

湿度7謝以下(相対湿度)

AC200/220Vニ諏訪50/60Hz±1Hz

G17,G18,G19

G90,G9l

G27̃29タG30



N o. 4

項 目

バックラッシュ補正

童整形ピッチ誤差補i正

オプショナルストップ

オプショナルブロックスキップ

プログラム番号サーチ

シーケンス番号サーチ

シングルブロック

マシンロック

スキップ機能

ジョグオーバーライド

工具径禍正C

工具長補正

雲塚プログラム個数

工具補正個数

国定サイクル

入出力インターフェイス

董己診断機能

事計技能

ドライラン

マニュアルアブソリュート

Z事キャンセル

ミラーイメージ

一方向位革決め

外郭メッセ「ジ

ストア二ドストロークリミット

イグザクトストップ

サブブ古.グラム呼出

ヘルプ楼能

アラーム履歴表示

先年制御機能ノ

拐削送り二補間後ベル形加減速

G40,G4仁G42

G43,G44,G49

63佃

64個

G73,G74,G76,G80-G89,G98,G99

RS-232C



N。. 5

1-5葛2 数値制御装置オプション

蜜印ユーザ一任蕉

仕 様

与"車輌i表示

丁でブタ・ダラーすら十十」稿"集

ヘリカル切削

:モートバッファ

ブこグラマブルミラーイメージ

貢十〇一○ ○サシ○ ○ダ

三第コーナーオーバーライド

至薫回転

テープ記憶長

了-ク座標系

=呉寿命管理

二兵長測定

ソジツトタップ機能

邑詳轟醍輪

統蒜才筆繋記譜欝械座標系選択)

萱監 護 弼
∴

琵 琶



6

ニー6標準付属品

1〉 敷金及びアジャストボルト

2)作業用工具及び工具箱

3)主軸エアブロー装置

4)主軍拡瑞エアカーテン

う)主軸輔帯出冷却装置(機体温同調型オイルコントローラ)

6)切削油装置

7)摺動画潤鷹島装置

8)スクーノユー式チ、ソプコンベア(テーブル後部取個

・g)照明装置

1 0)取扱説晴、保守説明書、プログラムマニュアル

十1)予備品(ヒューズ類)

注記)エアコンプレッサは含んでいません。
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1 -7特別付属品及び特別仕様 ☆印ユーザー仕様

☆ 1)’全体カバー〔天井有)

☆ 2) ・切粉エアブロー(ノズル2本)

☆ 3).切削油タンク容量650」

☆ 4)リフトナソプ式チップコンベア仕様(ヒンジ方式、間欠タイマー付)

☆ う〉 切輔郎ンプ7う0w(SPK4-8/7グルンドフオス)

☆ 6〉 クーラントクーラー(浸水式800kcaし/h、室温追従型)

☆ 7)切削油タンクフロートスイッチ取付(下限彬諌□)

☆ 8)リング式切削油ノズル(旋回ノズル6ケ、フレシキブルノズル3本) ・

☆ 9) ・スケールフィードバック仕様(Xタ Y, Z)

☆10)主軸6000mi古仕様(30へ6000min-1)

☆11)ミラーイメージスイッチ式

M87 X軸ミラーイメージ、 M88 Y軸ミラ∴イメージをMコードでは無く

トグルスイッチにて大切の指令を行います。 (Mユニドによる指令は出来ません)

☆ 1 2〉 自重臆減産断薫置

☆十3 〉 自動肖火装置取偶肪〔本体及こ取付工事は含みません)

☆ 1 4〉 取腱翔膳、保守説膳、プログラムマニュアル合計2式

☆十う)パルスハンドル指令方向左回りプラス

パルスハンドルを左回りに回した時プラス方向に軸移勤しまず。


