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機械付属の書類は次の通りです。

－取扱説明書の複製（本書）

－電気配線図、空圧回路図の複製

電気配線図と空圧回路図の図面は、専門の資格を持つ技術者のみに分かるように用意されており、イタリア語、英語、

ドイツ語、スペイン語、フランス語でしか表記されません。

コンパクトディスクには次が含まれています。

 - 取扱説明書

 - 電気配線図および空圧回路図

 - プログラミング用ユーザーマニュアル

 - スペアパーツカタログ

 - 機械装備品の一般的な技術資料は、必ずしも含まれているわけではありません。

（1）電気配線図と空圧回路図の図面は、専門の資格を持つ技術者のみに分かるように用意されており、イタリア語、

英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語でしか表記されません。

CD-ROM の中には、SCM グループによりイタリア語で記述された、機械の取り扱いやメンテナンスを説明する正式

版の取扱説明書が含まれています。

（1）付属の書類には、これらの言語の１種類のみが含まれています。
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 1.1 機械のシリアル番号

プレートＡは、機械のシリアル番号が記載されています。技術的な問合せやスペアパーツの発注の際には、この番号

をお知らせ下さい。

このプレートは、機械のフレームに装着されており、次のデータを含みます。

- DESIGNAZIONE = Description of type of the machine 機械の名称

- Marca = Merchandise mark    商標

- Tipo = Machine type     機械形式

- Anno = Production year     製造年

- N° Serie = Serial number     シリアル番号

- kg = Weight (kg)     重量

- Un V = Rated voltage (volt)    定格電圧

- ~ = Phases number (alternate current)   周波数

- In A = Rated current (ampere)    定格電流

- F Hz = Frequency (hertz)     周波数

- Icc. kA = Short circuit breaking capacity of the protective device (kA) 

       モーター保護回路（kA）のトリップする限界値

- w.d. = Wiring diagram number    配線図番号

- Mod. = Machine model     機械形式

- Comp. = Machine version    機械バージョン

- Ref. = Internal references     内部参照番号

機械の詳細情報を、このページにメモしておくと良いでしょう。

図 1.1a
図 1.1b
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 1.2 お問合せ先

本機に関する問い合わせをＳＣＭまたは代理店に行う際には、次の情報をお知らせください。

- 機械の形式

- 製造年

- シリアル番号

- 電圧 / 周波数

お問い合わせ：

SCM GROUP S.p.A.

Via Casale 450 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy

E-mail: scm@scmgroup.com

Assistence department: Tel. 0039, 0541/700100 -- Telefax 0039, 0541/700285

Spare parts department: Tel. 0039, 0541/674705 -- Telefax 0039, 0541/674720
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 1.3 一般情報

注意：本取扱説明書中の SCM または製造者は、SCM GROUP S.p.A. を表します。

製造者は、本機の正しく使用するために必要な運転指導や全ての情報を提供するために、本取扱説明書を供給します。

本取扱説明書の受取人は、機械の作業責任者となります。作業責任者は、本機に関わる作業に関して適切な指導を受

けており、本取扱説明書を読んでおく必要があります。特に、自身が従事する作業に関する安全規則や各章の安全の

説明に熟知していなければなりません。

次のシンボルは、本機に携わるそれぞれの作業担当者を表します。

機械を運転するオペレーターに関する説明のある章。ここで言う機械を運転するオペレーターは、機械や装置のセッ

トアップを行わない人を意味します。

機械や装置のセットアップを行う担当者に関する説明のある章。

機械のプログラミングを行う担当者に関する説明のある章。

メンテナンス作業を行う担当者に関する説明のある章。

注意：上記に説明のないシンボルは、機械に関わる全てのスタッフが理解しておくべき事項です。

本取扱説明書に記載のないことは行なわないで下さい。

注意

- 機械装備品の全ての取り外し・取り付けに関する作業は、適切に任命された資格のある作業員のみが行なってくだ

さい。

- 機械をお使いになる地域で指定された事故防止規則や安全規則、工業薬品に関する条例などを必ず遵守してくださ

い。

- 本取扱説明書の目的は、事故やダメージを防ぐことです。

本取扱説明書の記載内容を良く読み、「警告」「注意」「重要」「メモ」と記載された内容に、十分注意を払ってください。

- 本取扱説明書の使用は、本機の使用者の責任です。本書に記載されていない使用方法や、表記されて入れもその指

示がない限り、禁止されています。

- 本取扱説明書に記載された説明を従うことで、人または機械の安全性が高まり、操作性も高まり、機械をより長く

お使いいただけます。

- 本機は、パネル加工でできる操作のすべてをプログラム可能な電子制御装置が装備されており、利用方法は付属の

説明書に記載されています。

本取扱説明書は、いつでも参照できるように、常に機械の側に保管しておく必要があります。

本取扱説明書内の図解の中には、実際の機械の構成とは異なる場合がありますが、これにより、書かれている情報や

運転指導の内容になんら影響はありませんし、ユーザーの安全性を損なうものではありません。
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 1.4 用語と記号

注意：現行の取扱説明書の内容は、一般的にすべてのバージョンに適用されています。また、特定のバージョン向け

またはバージョンに適用可能な指示や情報については、注記書きまたは記号が付されています。注意書きや記号で特

別の指定がない限り、その説明や情報は、すべてのバージョンに適用されます。

機械上の標示ラベルは、常にはっきりと判別できるかどうか確認してください。損傷している場合、判読できるラベ

ルに置き換えてください。本機に添付された安全標示ラベルに常に従ってください。

 注意 : 危険な状態に陥ることに対する注意喚起

 

 禁止 : 実施してはいけない禁止事項。これを行った場合、人体または本機や周辺の器物に深刻な影響を伴う

 危険性がある操作や処置

 要警戒 : 慎重に行わないと、危険な状態に陥る恐れのある状態

 警告／注意 : 注意を払うことが推奨される状態

i

 取扱説明書をよく読み、記載の指示に従ってください。
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 1.4.1 取扱説明書中の用語と記号

機械を運転するオペレーターに関する説明のある章。

機械や装置のセットアップを行う担当者に関する説明のある章。

機械のプログラミングを行う担当者に関する説明のある章。

メンテナンス作業を行う担当者に関する説明のある章。

  HSK63 のエレクトロスピドルの仕様

  ご要望に応じて供給されるオピション装備です。

  ＮＣ制御の略

  機械の操作オペレーター

  機械の操作中は立ち入り禁止のエリア

  右回転（時計回り）

  左回転（反時計回り）

  垂直ボーリングユニット
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  ヒンジ用ボーリングユニット

  X 軸または Y 軸の手動位置決め式ルーターユニット

  水平ルーターユニット

  耳の防護用具の着用

  目の防護用具の着用

  防護手袋の着用

  防塵マスクの着用の義務
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 1.4.2 機械上の記号

  危険（電気）

  一般的な危険

  フックによる吊り上げ

  エア回路のバルブ

  電源のメインスイッチ

  取扱説明書をよく読み、記載の指示に従ってください。

  ロック

  解除

  自動運転モード

  バキュームポンプ
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  エア圧

  ストップ

  スタート

  移動（速く）

  送り

  ホールド

  機能の有効

  機能の無効

  編集不可

  制御軸の方向

  フォークリフトの爪を差す位置
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  積み下ろしの指示

  重量

  パネルの自動積み下ろし用搬送装置

  危険（レーザー光）
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 1.4.2.1 安全標示プレートの位置

注意：はっきりと判別できるように、標示プレートを定期的に検査し、清掃する必要があります。

標示プレートがはっきりと判読できない場合は、メーカーにお問い合わせいただき、交換品を取り寄せてください。

以下のように交換した場合に、動作します。

 - 古い標示プレートを取り外します。

 - 洗剤で標示プレートを貼る位置をきれいにします。

 - 同じ位置・向きで、新しい標示プレートを貼り付けます。

    機械上の安全標示プレート
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 1.4.3 単位早見表

UNIT OF MEASUREMENT Conversion S.I.
kg Kilogram Weight Weight 9,807N
mm Millimetres Length 1x10-3m
m/sec Metres/second Speed m/s
m/min Metres/minute Speed 1/60 m/s
Rpm Revolution per minute Speed of rotation 2d :60 rad/s
NL Normal litres Volume
cm3 Cubic centimetres Volume 1x10-6 m3
mm2 Squared millimetres Area 1x10-6 m2
kw Kilowatt Power 1x103 w
Hz Hertz Frequency Hz
V Volts  Electric voltage V
A Amperes Current intensity A
g/sec Grams/second Tools balance 1x10-3 kg/s
m3/h Cubic metres/ hour Capacity m3/3,6x103 s
m3/sec Cubic metres/second Capacity m3/s
Pa Pascal Pressure N/m2
bar Bar Pressure 1x105 N/m2
°C Celsius degrees Temperature K
dB Decibel Sound pressure
N Newton Force
Nm Newton metre Torque
Hp (CV) Horsepower Power 735,49 W
Lux Lux Illumination lx
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 1.5 本機の説明

本機は、木材または木質系素材を加工するための、ＮＣボーリング－ルーターマシンです。

本機は、2 つの主要な構造から成ります。

- 機械ボディ（Ａ） （図 1.5a ）

- X 軸に沿って移動するシングル加工ヘッド（Ｂ）

加工ユニット C は、 Y 軸に沿って移動する加工ヘッド（Ｂ）上にある Z 軸に沿って移動するスライド（Ｄ）上に装備

されています。

すべての動きは、ボールねじとプリズムガイドによるスライド機構です。 "Y " - " Z" 軸移動は、最高品質のボールねじ

が採用されています。 X 軸移動は、非常に高品質のラックアンドピニオンによる機構です。

機械ボディは、作業テーブル（Ｅ）や材料の位置決め用に使われる基準ストッパーが配置されています。

作業テーブルは、押出成形式のアルミニウム合金のバーで出来ており、ボールねじのブッシュやエア式ロック機構か

ら成るサポート上に装備されています。作業テーブルは、丸棒の上を、X - 軸に沿って移動できます。

サクションカップ（Ｆ） （図 1.5B ）が作業テーブル上に装着され、真空の力により材料を固定します。

これらのサクションカップは、 作業テーブル上を Y 軸に沿ってスライドさせることができ、任意の位置に位置決めで

きます。

機械の制御装置は、配電盤（Ｇ）に格納されており、操作パネル（Ｇ１）とは配線が詰まったケーブルダクト（Ｈ）

で接続されています。これらの配線は、操作パネルの位置決めのために、（機械との距離を最小に維持しながら）十

分余裕のある長さがあります。

図 1.5b
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 1.5.1 各操作ユニットの説明

本機は、次のユニットから構成されます：

－プリズマＫ：HSK63 エレクトロスピンドル、11kW、20,000rpm

－ボーリングユニット F18：垂直１２、水平６（Ｘ軸４＋Ｙ軸２）、ノコユニット

－ボーリングユニット F26（オプション）：垂直１８、水平８（Ｘ軸４＋Ｙ軸４）、ノコユニット

ツールマガジン：

－ラピッド 16

－ TR10

注意：仕様は予告なく変更される場合があります。

図 1.5a
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 1.5.2 配電盤の説明

電気部品・電子部品は、配電盤（Ｌ）に配置されています。

本機の加工は、処理の高速化、ハイパワーでの処理、その他の機能を同時に実行できるよう、革新的なＮＣ制御によっ

て管理されています。

機械機能は、配電盤内部のＰＣ（Ａ）やコンソール（Ｂ）、そして携帯式のプッシュボタンコントロールユニット（C）

上の操作部で制御されています（図 1.5.1a　オプション）

注意：キャビネットの電源で動作し、配電盤上にはメインスイッチ（図 1.5.1a）があり、主電源をオン／オフできます。

警告：どんな場合でも、配電盤のドアを開く前には、必ずメインスイッチをオフにし、不意に電源が入らないよう施

錠をし、警標を掲げてください。

メンテナンスの責任者が、メインスイッチに施錠した鍵を、常に保管して下さい。

適切な資格のある電気技師のみが、電気関係の作業を行うことが許されています。

図 1.5.1a
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 1.6 本機の使用

本機は、主にドリル加工・ルーター加工のために設計された CNC マシニングセンタです。

SCM は、本取扱説明書に記載のない操作や不適切なメンテナンスが原因で生じた、いかなる損害についても一切の責

任を負いかねます。

メーカーの指定加工範囲を超えた材料の使用、または機械の技術仕様を越える使い方は、本機の用途に反します。

本機に対して行われた任意の変更が原因で生じた損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。

 

 1.6.1  本機の用途

本機は、天然の木材または木質系素材を加工するために設計されています。

加工できる製品は、ラッピング加工の施された天然の木材や木質系素材も含みます。加工、集塵の設定を変更する必

要があります。

上記以外の木質系素材以外は、本機で加工することはできません。

木質系素材以外の素材を加工することによって生じた損害は、本機の使用者の責任となります。

木材または木質系素材には、異物が混入されていてはいけません。（釘や石等）

 1.6.2  使用が認められる作業範囲

本機は、主にドリル加工・ルーター加工のために設計された CNC マシニングセンタです。
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 1.6.3 使用できる刃物

本機は、「EN847-1:2005 および EN847-2:2000/ AC2003（欧州規格）」規格に準拠する刃物を使用して、ルーター加工

をするために設計されています。

刃物の使用方法、調整、修理については、刃物メーカーの取り扱い指導に従ってください。

刃物が完全にバランスが取れており、鋭利かつ正確な外周精度が出ており、しっかりと固定されていることを確認し

てください。 （切れやんだ刃物は、材料の飛び出しのリスクを増加させます）

刃物には、許容回転数がマークされています。この回転数を超えないようにしてください。

刃物の形式や寸法は、操作関連の章に記載されています。(8 / 9 / 10 / 11 章 )

 1.6.4 作業環境の条件

本機の操作環境は次に準じてください。

- 湿度　最大 90%

- 温度　最低＋１０℃、最大＋３５℃

- 標高　最高 1500 ｍ（さらに標高の高い場所でお使いになる場合は、メーカーにご相談ください）

十分な明るさのある照明の備わった作業場。最低 500 ルクスは確保してください。

機械周辺の作業領域を明確にすることは、安全な運転をするための基本事項です。フロアは、平坦なコンクリート製で、

削り屑や廃材などの障害物がないように、いつも整理整頓をしておく必要があります。

本機は、屋内の産業環境の下で使用するために設計されています。
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 1.6.5 作業する位置

加工中、オペレーターは、レイアウト「主な作業エリア」で示された作業エリアのみ占めることができます。

主な作業エリア：

1 加工中のオペレーターの立ち位置

2 パネルを挿入する時の、オペレーターの立ち位置（機械正面）

3 加工中、立ち入り禁止常にされているエリア（作業テーブルと機械側と機械背面）

 

図 1.6.5a
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 1.7 禁止事項

 1.7.1 加工できない素材

重要：本機は、どのような状況下であっても、鉄・アルミニウム・軽合金、またはメーカーが加工を許可した素材以

外の材料を加工してはいけません。

加工を許可された材料とは異なる材料を加工した結果生じたいかなる損害についても、使用者側の責任となります。

 1.7.2 使用が認められない作業範囲

本取扱説明書の中に記載のない加工を行うことは固く禁じられています。

用途を逸した加工を行った結果生じたいかなる損害についても、使用者側の責任となります。

 

 1.7.3 使用できない刃物

使用が禁止されている刃物：

-「EN847-1:2005 および EN847-2:2000/ AC2003（欧州規格）」規格に準拠していないルーター加工用刃物

 - 欠けのある刃物や変形した刃物、切れやんだ刃物は使用してはいけません。切れやんだ刃物は、加工品質を低下さ

せるだけでなく、加工している材料や刃物やその一部が飛び出す恐れがあり大変危険です。

 - 刃物メーカーが指定する速度を超えて刃物を回転させないでください。また、本取扱説明書に記載された刃物の大

きさの制限値を超えた刃物を使用しないでください。

 - 完全にバランスがとれていない刃物を使用しないでください。
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 1.7.4 機械を設置できない場所

本機は、次の場所に設置してはなりません。

-　屋外

-　爆発の危険性のある室内環境では、運転してはなりません。

 

 1.7.5 使用が認められない使用方法

禁止事項：

- 本取扱説明書に記載にない方法で、本機を使用すること

 - メーカーが想定した安全装置や部品なしで本機を使用すること

 - 許可された加工寸法を超えた材料を加工すること。

 - 安全な加工に必要なすべての装置や保護装置が正しい位置に取り付けられない状態で、または正常な機能を発揮し

ない状態で、または適切なメンテナンスが施されない状態で、本機を利用することは禁じられています。

不適切な使用によって生じたいかなる損害についても、メーカーは一切の責任を負いかねます。

 1.7.6 修正・改造

警告：機械の構成パラメータに変更を加えてはなりません。本機の改造は絶対にお止めください。

メーカーは、改造が原因で生じた、人や器物のへの負傷・損害について一切の責任を負いかねます。

SCM グループでインストールされたソフトウェア以外のソフトウェアのインストールは固く禁じられています。

メーカーにより検証されていないソフトウェアは、本機の正常な動作を妨害する恐れがあります。

SCM グループは、この警告に従わないことが原因で生じた故障や損害については、一切の責任を負いかねます。
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 1.8 安全情報

本機を始動させる前に、必ず本取扱説明書に目を通してください。本機は、最大限の安全性と最高のパフォーマンス

が得られるよう設計されています。

本機の操作は、適切な資格を持つオペレーターのみが使用することを許されています。

本機のオペレーター、調整担当者、メンテナンス担当者、修理担当者は、運転指導を受けた説明に、特に安全に関す

る説明を正しく把握しており、実施できる必要があります。

本機が作動している間は、オペレーターは、本機を離れ、機械を無人の状態にしてはなりません。

どのような工作機械でも、その使用には相応のリスクを伴います。オペレーターは、ご自身の安全とともにその他の

人の安全を守る責任があります。

安全基準を守らないと、常に事故の深刻なリスクがつきまといます。

アルコールまたは薬物を摂取してその影響下にある中で、本機の使用は絶対にお止めください。

オペレーターは、安全カバーや安全装置の正しい取り扱いの指導を受ける必要があります。また、オペレーターは、

これらの安全カバーや安全装置の定期点検を実施するように訓練されなければなりません。

本取扱説明書内の図解の中には、実際の機械の構成とは異なる場合がありますが、これにより、書かれている情報や

運転指導の内容になんら影響はありませんし、ユーザーの安全性を損なうものではありません。

警告：機械の構成パラメータに変更を加えてはなりません。本機の改造は絶対にお止めください。

メーカーは、改造が原因で生じた、人や器物のへの負傷・損害について一切の責任を負いかねます。

警告：加工前に、刃物が正しく装着されているか、必ずチェックしてください。(8 / 9 / 10 / 11 章 )
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 1.8.1 オペレーターの安全

- 作業中は、つなぎ等の適切な作業着や安全靴、帽子やヘアネットを常に着用してください。

 - すべての袖口のボタンを留める、または捲し上げて、袖先が機械の可動部に巻き込まれないようにしてください。

-　事故を引き起こす可能性がある指輪、腕時計、ブレスレット、チェーン、ネクタイなどの宝飾品や衣類をすべて取

り外してください。

 - すべての安全カバーや安全装置が、常に正しい位置で効率的に稼動していることをチェックしてください。

- 清掃作業やメンテナンス作業を開始する前に、本機のメインスイッチをオフにします。

 - 本機やその周辺、作業エリアは、常に美化に努め、障害物となる不要なものは決して置かないでください。

 - 防護手袋を着用してください。

 - ヘッドセットや耳栓を着用してください。

 - 作業エリアが適切な照明で明るく照らされていることを確認してください。

 - 安全のためには、本機の四方全てに余裕のある空間が必要となります。

警告：

- 常に機械の正面側で作業を行ってください（1.6.5 を参照）。

 - 適切な資格のあるオペレーターのみが、作業エリアに入ることが許可されます。

 - 機械の正面側からパネルを載せて、同じく正面側でパネルの位置決めを行ってください。

 - 機械が動作しているときは、機械のどのような状態であれ、作業エリアに点検作業やメンテナンス作業を実行しな

いでください。機械が動作しているときは、機械が別のエリアで動作している場合でも、作業エリア内の任意の点検

やメンテナンス作業を行わないでください。

 - 電源や圧縮エアがオンの状態のときは、どのような状況であっても、機械の上には乗らないでください。

警告：どのような理由があっても、安全装置や緊急停止ボタンを取り外したり、無効にしたりしてはいけません。

警告：常に側面と機械の側面と背面に立ち入る場合は、ドアを通って入ってください。どのような状況でも、ドアの

安全装置を無効にしたりしないでください。（2.1 参照）

注意：グループのオペレーターの保護されたエリアやの安全装置に、ツールや他の何かを持って立ち入ることは禁止

されています。

注意：オペレータは廃棄物を除去しなければならない場合のうに、彼は動作する必要があります。材料を取り除くと

きは、6.4.3 の説明の通りに行ってください。
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 1.8.1.1 騒音

オペレーターは、機械の通常運転時に発生する騒音のレベルと騒音暴露の要因について、正しく理解しておく必要が

あります。騒音の要因は次のとおりです。

 - 正しい刃物の選択

 - 正しい刃物の回転数の選択

 - 刃物や機械のメンテナンス

 - 加工する材種

 - 防護用具（ヘッドセット、耳栓など）の適切な使用方法

 1.8.1.2 粉塵

オペレーターは、粉塵の暴露を起因とする危険性と露出の原因について、説明を受ける必要があります。これらの原

因とは次の通りです。

 - 刃物や機械のメンテナンス ;

 - 切削速度と送り速度との関係 ;

 - 加工される素材の種類 ;

 - 各操作ユニット（集塵部）の吸引力の重要性 ;

 - フードカバー、チップバッフルプレート、ホッパーの適切な調整。

 - 個人用防護用具（マスクなど）の適切な着用

集塵システムと機械の接続はお客様側の責任で行う必要があります。集塵システムは、機械の運転を開始する前に、

接続を完了しておく必要があります。

ほこりや削り屑を取り除くために、圧縮エアを使用しないでください。
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 1.8.2 本機の安全規則

- 本機を運転するオペレーターは、集中して作業に取り掛からなければなりません。また、機械の運転中は、未熟ま

たは権限のない他の者を機械に近寄らせないようにしなければなりません。

- すべての安全装置と緊急停止装置が取り付けられていない限り、機械を起動させないでください。これらの装置は

決して取り外さないでください。

- 必要な安全カバーなしで加工テストを実施しないでください。

- 機械の加工能力を逸脱する、小さすぎるまたは大きすぎる材料を加工することは絶対にお止めください。

- 加工中は、パネルを手で押さえたりしないでください。専用の固定装置を使用してください。

- 文章または記号で表記された、機械上の警告標示の内容に従ってください。

- 本機に対して行われた任意の変更が原因で生じた損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。

- 集塵システムに、機械のすべての集塵管を接続してください。集塵システムがオフの状態で、機械を運転しないで

ください。

- 機械がまだ動作中、作業テーブル上の加工物または端材を取り除かないでください。

- 機械の運転を開始する前に、作業テーブルの上に、不要な物がないことを必ず確認してください。

- 接地（アース）の状態について確認してください

- 新しいプログラムを開始するに当たり、材料なしで刃物を回転させずに（衝突の恐れがない状態で）、バキューム装

置の設置場所の可能性を検証する必要があります。

- 安全装置や刃物を含めすべての機械の故障や欠陥は、発見され次第、速やかに、現場責任者に報告する必要があり

ます。

- 清掃作業やメンテナンス作業を行う上で、安全な手順を採用してください。また、火災の危険性を防止するために、

木屑やほこりは定期的に掃除して取り除いてください。
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 1.8.3 刃物の安全規則

- 欠けのある刃物や変形した刃物、切れやんだ刃物は使用してはいけません。切れやんだ刃物は、加工品質を低下さ

せるだけでなく、加工している材料や刃物やその一部が飛び出す恐れがあり大変危険です。

- 刃物メーカーが指定する速度を超えて刃物を回転させないでください。また、本取扱説明書に記載された刃物の大

きさの制限値を超えた刃物を使用しないでください。

- 刃物は慎重に取り扱ってください。ナイフの損傷を防ぐために、金属製の台の上に直接刃物を置かないでください。

刃物を取り扱う際は、保護手袋を着用してください。

- 刃物の倉庫は整理整頓を行い、資格のない人が立ち入ることができないように倉庫への侵入を制限してください。

- 刃物をツールホルダーやシャフトに取り付ける際は、それぞれの接触面がきれいに清掃されているか、表面はフラッ

トで傷などがないか確認してください。

- 完全にバランスがとれていない刃物を使用しないでください。また、刃先が鋭利で、キーを介してしっかりと固定

されているか確認してください。

- フィッティング用を使用する場合、リングナットまたは固定ネジが、加工中に緩まないように注意してください。（右

に回転する刃物は右ネジ式のものを、左に回転する刃物は左ネジ式のものを使用してください。図１．８．３ａに刃物

を固定する正しい方法を図解で示しています。）同時に、加工する方向が刃物の回転方向に適しているかどうか確認

してください。（図１．８．３ａ参照）

- 刃物の使用・取り扱い、研磨などに関しては、刃物メーカーの取扱説明書に必ず従ってください。

 - セットアップ中に、回転する刃物が機械部品に接触しないか、材の固定装置に接触しないか確認してください。

警告：加工前に、刃物が正しく装着されているか、必ずチェックしてください。(8 / 9 / 10 / 11 章 )

図１．８．３ａには、刃物を固定する正しい方法と、刃物の回転方向に

対する正しい送り方向を図解で示しています。

警告：外径φ 16 ミリメートルを超えるルーター用刃物を使用する場合

は、EN847-1:2005 および EN847-2:2000/ AC2003（欧州規格）に準じ

る必要があります。

警 告： ノ コ を 使 用 す る 場 合、EN847-1:2005 お よ び EN847-2:2000/ 

AC2003（欧州規格）に準じる必要があります。

警告：サンディング用のドリルまたは刃物を使用することは可能です。

異なるツールの使用は禁止されています。

種類の異なる刃物を使用することは禁じられています。
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 1.8.4 メンテナンス作業の安全規則

メンテナンス作業の前に、メインスイッチがオフの位置で施錠されており、エア供給回路のメインバルブが閉の位置  

            で施錠されていることを確認してください。（20.1 を参照 ）

- 安全装置が、作動順序通りに常に稼動していることを確認します。

- メンテナンス作業や調整・清掃作業のために、任意の安全装置を取り外す際は、完全にマシンを停止してください。

- メインスイッチをオフにした後、不意に電源が入らないよう作業が行われていることを示す警標を掲げてください。

- 機械、床面や作業テーブルを、定期的に念入りに清掃してください。また、常に、機械の安全標示ステッカーやプレー

トが判別できるよう、きれいに保ってください。

- 火災の危険を防止するために、定期的に削り屑やほこりを取り除きます。

- 機械とその周辺をきれいにするために、圧縮エアを使用しないでください。掃除機や主導の清掃用具（ほうき、ウ

エス等 ）を使用してください。

- 安全装置や刃物を含めすべての機械の故障や欠陥は、発見され次第、速やかに、現場責任者に報告する必要があり

ます。同時に機械を停止して、速やかに対策を講じてください。

 

 1.8.5 オペレーターのトレーニング

機械の運転に従事するオペレーターは、必ず機械の操作や危険に対する予防措置に関する適切な運転指導を受けなけ

ればいけません。

特に次に注意してください。

- 機械が動作する原理、正しい使用方法、安全装置類の適切な取り扱いと定期的なメンテナンス

- 加工する時の材料の取り扱い方や、明らかに欠点のある材料の見分け方（曲がり、割れ、節、石や金属の混入等）

-　加工を始める前、加工中、加工後の手の位置

-　機械や安全装置、刃物に異常を察知した時の速やかなエラー報告

-　更には、火災訓練も定期的に行なってください。
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 1.8.6 ソフトウェアのインストールや設定内容変更の警告

本機の操作システムの構成内容を絶対に変更しないでください。また、機械に付属された以外のハードウェアまたは

ソフトウェアのインストールは行なわないで下さい。但し、メーカーに相談の上、了解を得たものに関してはこの限

りではありません。

モデムの使用、または様々な機械用ソフトウェアやシステムの許可が必要なネットワーク接続および構成機器の取り

扱いについては細心の注意を払う必要があります。

必要な場合は、メーカーの承諾を必ず得て、密接な報告を通じて実施する必要があります。

許可されていない、または機械の通常の機能要件を満たしていない様々な操作は、通常の機能を損なう恐れがありま

す。

誤った取り扱いや許可されていない、許可されていないインストール中または設定中に発生したエラーや取り扱いミ

ス、不正確な加工品質について、SCM グループは一切の責任を負いかねます。その結果生じた機械の誤動作について

は、機械自体に起因するものではありません。

このような不正な操作を行った場合、これらに起因する故障に対する保証は無効ですので、結果生じたいかなる修理

についても、お客様側の負担で行わなければならないことを把握しておかなければなりません。

SCM グループは、事前の予告なしに、使用されている構成内容やソフトウェアの使用を変更する権利を有しており、

お客様への通達の責任はありません。
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 1.9 その他の危険性

重要：電源をオフにせずに、配電盤内の電装品に容易にアクセスできるのを防ぐため、配電盤を開ける鍵は、メンテ

ナンスの責任者が管理しなければなりません。

電源をオフにせずに行う必要があるすべての電気作業については、専門の電気技師が行ってください。

本機は、製造時利用可能な安全面で最善の安全装置が装備されています。正しく使用して、メンテナンスを施した場

合にのみ、これらの安全装置は正常に機能します。すべての安全規制を遵守したとしても、このマニュアルに示され

た規則に従って機械を使用したとしても、依然としてその他のリスクをはらんでいます。

 - 静止している刃物との接触

 - 可動部との接触（ベルト、プーリー等）、

 - 加工品や端材の飛び跳ね（例：材料や端材の固定方法が誤っていた場合）

- 刃物や部品の飛び出しの原因：プログラムエラー（例：不正な刃物）、刃物（与えられた刃物コードとは異なるパラメー

タ）、機械に要求された刃物と異なる刃物を装着した場合、ツールマガジン（オプション）に誤った刃物が装着され

た場合、不正な刃物が装着されている場合。

- プログラミングエラーによる、作業テーブルや基準ストッパーとの衝突

 - 木屑や粉塵が溜まって起こる火災。

 1.10 特別な事情における行動の注意

機械がある室内が浸水した場合、速やかに電気の供給を停止してください。

火災が発生した場合、速やかに電気の供給を停止し、適切な消火器を使って消火を行ってください。炎の根元に向け

て噴射します。

災害の後、機械に損傷が見られない場合でも、本機の運転を再開させる前に、専門のエンジニアに点検を依頼してく

ださい。

これは、災害時の避難経路を確保するために、機械の周囲には不要な物を置かないでください。

本機は、爆発の危険性のある室内で運転させることは禁止されています。
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