
インストレーションおよびユーザーガイド
H-6516-8505-01-A

NCi-6 非接触式工具計測システム用インターフェース





EN Publications for this product are available by visiting www.renishaw.com/nci-6.

DE Weitere Informationen zu diesem Produkt sind unter folgendem Link 
www.renishaw.de/nci-6 abrufbar.

ES Las publicaciones para este producto están disponibles a través de 
www.renishaw.es/nci-6.

FR Les documentations pour ce produit sont disponibles en visitant le site 
www.renishaw.fr/nci-6.

IT La documentazione per questo prodotto è disponibile visitando il sito 
www.renishaw.it/nci-6.

日本語 本製品に関する資料は、www.renishaw.jp/nci-6 からダウンロードいただけます。

CS Dokumentaci k produktu najdete na www.renishaw.cz/nci-6.

中文
(繁體)

請造訪 www.renishaw.com.tw/nci-6 網站以獲得此產品的相關文件檔案。

中文
(简体)

请访问雷尼绍网站以获得此产品的相关文档：www.renishaw.com.cn/nci-6。

한국어 이 제품 관련 자료는 www.renishaw.co.kr/nci-6에서 확인할 수 있습니다.



インストレーションおよびユーザーガイド

日本語

NCi-6 非接触式工具計測システム用インターフェース



本ページは意図的に空白にしています。



お断り

レニショーでは、本書作成にあたり、細心の注意を払ってお

りますが、誤記等により発生するいかなる損害の責任を負う

ものではありません。

商標について

RENISHAW および RENISHAW ロゴに使用されてい

るプローブシンボルは、英国およびその他の国における 

Renishaw plc の登録商標です。apply innovation および

レニショー製品およびテクノロジーの商品名および名称

は、Renishaw plc およびその子会社の商標です。

本文書内で使用されているその他のブランド名、製品名は

全て各々のオーナーの商品名、標章、商標、または登録商

標です。

i

© 2017 Renishaw plc. 無断転用禁止。 

レニショーの書面による許可を事前に受けずに、本文書の

全部または一部をコピー、複製、その他のいかなるメディア

への変換、その他の言語への翻訳をすることを禁止します。

本文書に掲載された内容は、Renishaw plc の特許権の使

用許可を意味するものではありません。
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保証について

保証期間内の製品の修理に関するお問い合わせは、製品の

購入元へお願い致します。

特にお客様とレニショーの間で書面による合意がない場

合、お客様が直接レニショーとそのグループ会社から製品

を購入された場合は、お客様にはレニショーの販売条件に

準じた製品保証が適用されます。お客様には保証内容を確

認いただくため、この販売条件を熟読して頂く必要がありま

す。しかし要約すると保証適用範囲外となる主な条件は、製

品が下記の状態にある場合です。

 • 放置されるか、誤った方法で扱われるか、不適切に使用

されていた場合

 • 事前にレニショーが書面で合意した場合を除いて、

製品を改造したり本来の仕様と違う方法で使用され

た場合。

もしお客様が製品をその他の業者から購入された場合、そ

の業者の保証条件によりどのような修理が受けられるのか

連絡を取って確認下さい。

ii ご使用になる前に

製品の変更について

仕様は予告無く変更される場合があります。

CNC 工作機械の操作について

CNC 工作機械の操作は、必ず機械メーカーの教育を受け
た有資格者が行なってください。

インターフェースの取り扱いについて

常に清潔に保ってください。

特許について

NCi-6 非接触式工具計測システムインターフェースおよび
関連製品は、下記の特許および特許出願の対象となって
います。

CN  100394139

CN  101674918

CN  103286639

CN  1202403

CN  1660541

EP  1050368

EP  1144944

EP  1502699

EP  1562020

EP  2152469

EP  2380698

JP  4520240

JP  4521094

JP  4695808

JP  5587393

TW  I473681

TW  NI-178572

US  6496273

US  6635894

US  6878953

US  7053392

US  7312433

US  8530823

US  9040899
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iiiご使用になる前に

EC 規格適合宣言

Renishaw plc は非接触式工具計測システムインターフェ
ース NCi-6 が該当の規格および規制に適合していることを
宣言いたします。

EC 規格適合宣言の全文については、Renishaw plc にお問
い合わせいただくか、Web サイト、www.renishaw.jp/nci-6 
をご覧ください。

WEEE 指令

製品や付随文書にこのシンボルが使用されている場合は、
一般の家庭ごみと一緒に製品を廃棄してはならないことを
示します。本製品を廃棄用電気・電子製品 (WEEE) の指定
回収場所に持ち込み、再利用またはリサイクルができるよう
にすることは、エンドユーザーの責任に委ねられます。本製
品を正しく廃棄することにより、貴重な資源を有効活用し、
環境に対する悪影響を防止することができます。詳細につ
いては、地元の産業廃棄物処理業者またはレニショー販売
店にお問い合わせください。 

FCC ユーザーへの情報 (USA のみ)

47 CFR セクション 15.19

本製品は、FCC規格の15章に準拠しています。本製品の運
用にあたっては下記の条件の対象となります。

1. 本製品は他の製品に対し有害な干渉を引き起こさな
い。そして、

2. 本製品は、意図しない操作で引き起こされるかもしれ
ない干渉をはじめとする、如何なる干渉も受容できる
こと。

47 CFR セクション 15.21

本製品に対し、Renishaw plc や代理店が認可していない変
更・改造を行うと、製品保証対象外となることがありますの
でご注意下さい。

47 CFR セクション 15.105

本製品は FCC 規格の 15 章に定義されたクラス A デジタ
ル製品準拠のテストに合格、認定されております。これらの
規格は、商業目的の使用環境下における有害な干渉に対
し、充分な保護対策が取られていることを規定したもので
す。この機器は電波を生成、使用、放出することがあり、ユー
ザーズガイドに従った取り付け、使用を行わない場合、無線
通信に深刻な干渉を引き起こすことがあります。本製品を
有害な干渉を引き起こしやすい住宅地などで使用する場合
は、各利用者の責任において対策を行う必要があります。



iv ご使用になる前に

安全について

ユーザー様への情報

工作機械または三次元測定機の使用を含むすべてのアプ
リケーションにおいて、保護眼鏡の着用を推奨します。

機械メーカーへの情報

レニショーの製品説明書に記載されている内容も含め、操
作に伴うあらゆる危険性をユーザーへ周知してください。
また、適切な保護機構とインターロックシステムの設置は、
各工作機械メーカーの責任で行なってください。 

特定の状況下では誤って、プローブ信号を出力していない
状態であると表示をすることがあります。プローブ信号の
みに頼って機械を停止させないようにしてください。

エンジニアリング会社への情報

すべてのレニショー製品は、EC および FCC の関連規制
要件に準拠して設計されています。これらの規制に準拠し
て製品を機能させるために、エンジニアリング会社の責任
において、次のガイドラインを遵守していることを確認し
てください。

 • トランスやサーボアンプなど、電気ノイズの発生源か
らインターフェースを離して配置してください。

 • すべての 0V/アース接続は、機械の集中アース部分に
接続してください（集中アースにはすべての機器のア
ースとシールドケーブルを接続できます）。これは非
常に重要で、これを怠るとアース間で電位差を生じる
ことがあります。

 • ユーザーガイドに示された通りに、すべてのシールド
を接続してください。

 • モータの電源ケーブルなどの大電流のケーブルや、高
速のデータケーブルからケーブルを離してください。

 • ケーブル長は、常にできるだけ短くしてください。
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警告

本書内で紹介してあります方法以外で製品の制御・調整・運
用等を行った場合、レーザー光による被爆を受ける可能性
がありますのでご注意ください。

非接触式工具計測システムおよび工具折損検出システムの
メンテナンスを行う際には、必ず事前に NCi-6 インターフェ
ースの電源を切ってから行ってください。 

注意：レーザー光の安全性について

NCi-6 は、レニショーのレーザー光線を利用した非接触式
工具計測および工具折損検出システムのインターフェース
です。レーザー光線の安全に関するガイドラインとルール
については、各非接触式工具計測システムのガイドブック
を参照してください。

本製品をメーカーが指定する方法以外で使用した場合、
本製品の保護性能・機能が低下することがあります。。

警告と注意



vi 一般情報

NCi-6 のメンテナンス

定期的なメンテナンスは必要ありません。

乾いた布で本体表面のちりや埃を取り除いてください。

電気定格

絶対最大電源電圧 DC11V～30V

最大定格電流 0.5A

SSR 接点定格 ±50mA ピーク電流
±DC30V ピーク電圧

使用環境

防水・防塵性能 IP20

BS EN 60529:1992+A2:2013

(IEC 60529:1989+A1:1999+

A2:2013)。

高度 最大 2000m

動作時温度 +5°C～+55°C 

保管時温度 -25°C～+70°C  

相対湿度 温度 +31°Cまでは最高相対湿
度 80%。温度上昇に反比例し
て減少し、+40°Cでは最高相
対湿度 50%。
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はじめに
CNC 工作機械でレニショー NC4 または NC4+ 非
接触式工具計測システムを、工具計測や折損検出
に使用するには、インターフェースユニットが必要
です。NCi-6 は、レニショー非接触式工具計測シス
テムからの信号を CNC 工作機械コントローラへ
の伝送用に、電圧フリーのソリッドステートリレー 
(SSR) 出力に変換します。

NCi-6 は、CNC 工作機械の制御盤内に設置しま
す。変圧器やモータの制御ユニットなど、干渉を与
えそうな装置から可能な限り離れた場所に設置し
てください。

注意：NCi-6 の取り付けおよびスイッチの設定は、
必ず有資格者が行うようにしてください。NCi-6 の
カバーを外す際は必ず、DC 供給電源を切ってから
行ってください。

電源
NCi-6 は、CNC 工作機械の公称電圧 DC12～24V 
の電源から電源を取ることができます。この電源
は、適切な単一フォールトトレラントを施した電源
であり、かつ、以下に準拠する必要があります。 
BS EN 60950-1:2006+A2:2013
(IEC 60950-1:2005+A2:2013)

一般

NCi-6 の電源入力ラインは、0.5A の自己復帰型ヒ
ューズで保護されています。ヒューズをリセットす
るには、電源を切り、障害を解消してから、再度電源
を投入してください。

各非接触式工具計測システム接続時の公称電流値
は、下記のとおりです。

NC4 または 
NC4+

120mA（DC12V 時）、 
70mA（DC24V 時）

注：  電源を切る場合は、端子から電線を抜いてく
ださい。

入力/出力部の過電流保護回路
各 SSR（ソリッドステートリレー）の出力は、50mA 
の自己復帰型ヒューズで保護されています。

補助リレー出力は、200mA の自己復帰型ヒューズ
で保護されています。

NC4 と NC4+ は、自己復帰型の過電流保護回路で
保護されています。



4 一般

状態表示 LED

コネクタ CN1
（10 極）

コネクタ CN2
（15 極）

取り外し可能カバー

NCi-6 インターフェースユニット（上面）

上面ラベル
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下面ラベル

NCi-6 インターフェースユニット（下面）

一般



6 一般

NCi-6 上面ラベル
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NCi-6 下面ラベル

一般
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10 極コネクタ (CN1)
コネクタ CN1 は、非接触式工具計測ユニットと 

NCi-6 の接続に使用します。接続された非接触式
工具計測ユニットの種類は自動的に認識されます。

端子 1～2

NC4 または NC4+ からの信号のモニターに使用し
ます。電圧範囲：DC0～9V

15 極コネクタ (CN2)
コネクタ CN2 は、NCi-6 と CNC 工作機械の接続
に使用します。

端子 1

スイッチ SW2-4 を考慮したパルス幅の選択に使
用します。

端子 3～6

補助出力であり、LED やブザー、エアブローなどの
外部装置の制御に使用できます。

有線式の NC4 または NC4+ と組み合わせた場合
に、投光ユニットの電源を受光ユニットとは切り離
して ON/OFF するために使用します。 

また、非接触式工具計測システムとワーク計測プロ
ーブ用インターフェース間のスキップ信号の切換
回路としても使用できます。本出力は、200mA のヒ
ューズで保護されています。

端子 7～8

SSR 出力回路であり、ノーマルオープン (N.O.) に
もノーマルクローズ (N.C.) にも設定可能です。本
出力は、50mA のヒューズで保護されています。

端子 9～10

SSR 出力回路であり、ノーマルオープン (N.O.) に
もノーマルクローズ (N.C.) にも設定可能です。ま
た、パルス出力、レベル出力、オシレーティング出力
にも対応します。本出力は、50mA のヒューズで保
護されています。

端子 11～12

動作モードの選択に使用します。

端子 13～15

NCi-6 への電源供給に使用します。

コネクタ CN1 および CN2



9インターフェース LED

インターフェース LED の状態
NCi-6 の前面には 7 個の LED が取り付けられてい
ます。この LED の表示によって、システムの状態を
確認することができます。

STATUS（ステータス）LED

STATUS LED で、非接触式工具計測システムの状
態を確認できます。点灯色と、各点灯色がどのよう
な状態を表しているのかは、11 ページと 12 ページ
の表に記載します。

システムがセットアップモードになっている時は、
受光ユニットの出力電圧の上昇に従って、LED の
点灯色が赤 - オレンジ - 緑と変化します。

セットアップモード終了後に LED が緑に点灯した
場合は、セットアップが正常に完了したことを示し
ています。LED 点灯色が緑でない場合は、セットア
ップは完了していませんので、セットアップを繰り返
してください。

PULSE WIDTH（パルス幅）LED

緑 20ms

消灯 100ms

AUX. RELAY STATUS 
（補助リレーステータス）LED

緑 補助リレー電源 ON

消灯 補助リレー電源 OFF



10 インターフェース LED

MODE（モード）LED：(TOOL SET 1、TOOL 

BREAK、LATCH、TOOL SET 2)

緑 モード選択中

消灯 モード未選択

詳細については、18 ページの「動作モード」を参照
してください。

注：MODE LED がすべて消灯の場合は、NCi-6  
がセットアップモードであることを示しています。



11インターフェース LED - STATUS LED

LED 点灯色 工具計測モード 1 工具計測モード 2

緑 
オレンジ

点滅（1Hz 間隔）
システムを稼動させている電圧が高す
ぎる。
システム自体は稼動し続けますが、最適
な状態にするには、アライメント調整を含
めてセットアップをやり直してください。 

緑オレンジ高速点滅
レーザー光線内で工具が回転し、刃と刃
の間をレーザーが通過。
プローブがトリガーしていない。

緑 レーザー光線が遮られていない。
プローブがトリガーしていない。

該当なし

オレンジ レーザー光線が部分的に遮られている。    * レーザー光線が遮られている。    *
プローブがトリガーしていない。

赤 レーザー光線が遮られている。
プローブがトリガーしている。

レーザー光線が遮られていない。
プローブがトリガーしている。

消灯 電源供給なし。

    * レーザー光線が遮られていない状態で LED がオ
レンジに点灯している場合、システム自体はそのま
まで稼動しますが、最適な状態にするには、メンテ
ナンスが必要です。

必要となる可能性のある作業手順の詳細について
は、該当するインストレーションおよびユーザーガ
イド（NC4 用：レニショーパーツ No. H-2000-5330、 
NC4+ 用：レニショーパーツ No. H-6270-8506）を
参照してください。



12 インターフェース LED - STATUS LED

LED 点灯色 高速工具折損検出モード ラッチモード

緑 
オレンジ

該当なし。 点滅（1Hz 間隔） 
出力がラッチされていない。
システムを稼動させている電圧が高す
ぎる。
システム自体は稼動し続けますが、最適
な状態にするには、アライメント調整を含
めてセットアップをやり直してください。 

緑 該当なし。 レーザー光線が遮られていない。
出力がラッチされていない。

オレンジ 出力がラッチされていない。
レーザー光線が遮られている。

出力がラッチされていない。
レーザー光線が遮られている。    * 

赤 出力がラッチされている。
工具は折損しています。

出力がラッチされている。

消灯

    *  レーザー光線が遮られていない状態で LED がオ
レンジに点灯している場合、システム自体はそのま
まで稼動しますが、最適な状態にするには、メンテ
ナンスが必要です。

必要となる可能性のある作業手順の詳細について
は、該当するインストレーションおよびユーザーガ
イド（NC4 用：レニショーパーツ No. H‑2000‑5330、 
NC4+ 用：レニショーパーツ No. H‑6270‑8506）を
参照してください。



13スイッチ

スイッチ SW2
スイッチ SW1

（インストール時も通常の運用時も
使用します）

スイッチ SW3

取り外し可能カバー
（SW2 および SW3 にアクセスす
る際に使用します。これらのスイッ
チは取付時のみ、操作が必要です）

カバータブ 
（このタブを押してカバーを外します）

スイッチの配置



14 スイッチ

スイッチ SW1

重要：  スイッチの設定
スイッチの設定を ON から OFF、もしくはその逆に切り換える場合には、十分に力をかけて、
確実にスイッチを所定の位置にセットしてください。

1 未使用 ON OFF 未使用

2 NC セットアップ ON OFF NC4 または NC4+ のセットアップ時に使用します。このス
イッチを ON にすると、アライメント電圧を最大まで出力
できるようになります。アライメント電圧が最大になった
後で、このスイッチを OFF に設定すると、自動ゲイン調整
回路が動作電圧の微調整を行います。

3 ドリップリジェク
ション

ON OFF ドリップリジェクションモードを ON に設定すると、計測
時に不等間隔に滴下してくるクーラント滴の影響を抑制す
ることができます。

注：安全のため、主軸回転数とオーバーライドは、次項に
説明のとおりに設定してください。

4 主軸回転数 500 1000 ドリップリジェクション機能を使用する際に設定します。
安全のため、主軸回転数は必ず、1000、2000、3000 また
は 500、1000、1500 のような数値の整数倍に設定し、主
軸回転数オーバーライドは無効にしてください。
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スイッチ SW2

注意：

SSR 出力スイッチを OFF（ノーマルオープン (N.O.)）に設定した場合、電源の供給遮断や接続不良がある

と、出力がトリガーしない状態のままになります。

SSR2 をオシレーティングまたはパルス出力に設定してコントローラへトリガー信号を送る場合、プローブ

のステータスチェックを確実にするために、必ず SSR1 にはレベル出力を使用してください。

スイッチ

スイッチ ON OFF

1 SSR1 N.C. N.O.

2 SSR2 N.C. N.O.

SSR 出力をノーマルクローズ (N.C.) またはノーマルオープン 
(N.O.) に設定します。

同上

3 SSR2
タイプ 1

レベル パルス SSR2 出力をレベルまたはパルスに設定します。
詳細については、17 ページを参照してください。

4 パルス幅 20ms 100ms パルス幅を 20ms または 100ms に設定します。（詳細について
は、18～23 ページの「動作モード」を参照してください）
スイッチの設定は、M コード 3 を使用して反転させることがで
きます。

注：  計測プログラムを実行する際には、計測ソフトウェアで設定
した出力パルス幅と、インターフェースで設定される出力パル
ス幅が同じになるように注意してください。



16 スイッチ

注：

端子 11 に M コードを接続しない場合は、SW3-1 
を必ず「ハイ」に設定してください。

端子 12 に M コードを接続しない場合は、SW3-1 
を必ず「ハイ」に設定してください。

スイッチ ON OFF

1 M コード 1

アクティブ
ロー ハイ 入力された電圧が、アクティブロー信号に応答するか、

アクティブハイ信号に応答するかを設定します。

2 M コード 2

アクティブ
ロー ハイ 同上

3 未使用 – – 未使用

4 SSR2

タイプ 2

オシレーテ
ィング

SW2-3 

に従う
SSR2 出力をオシレーティング出力にするか、SW2-3 
に従うか設定します。
17 ページを参照してください。

スイッチ SW3



17SSR2 出力の選択

SSR2 タイプ 1 および SSR2 
タイプ 2

注意：SSR2 をオシレーティングまたはパルス出
力に設定してコントローラへトリガー信号を送る
場合、プローブのステータスチェックを確実にする
ために、必ず SSR1 にはレベル出力を使用してく
ださい。

SSR2 の出力は、パルス出力、レベル出力、オシレー
ティング出力の 3 タイプから選択することができ
ます。

SSR2 のタイプの選択は、SW2-3 と SW3-4 の設定
で決まります。

設定は下表のように決まります。

SW2-3
SSR2 タイプ 1

SW3-4
SSR2 タイプ 2

出力信号のタ
イプ

OFF OFF パルス

ON OFF レベル

OFF ON オシレーティ
ング

ON ON オシレーティ
ング

注：工作機械のコントローラの中には、計測動作を
開始してから、トリガー状態の変化に反応するよう
になるまでに、遅延が見られるものがあります。この
ような場合、オシレーティング出力を使用して、コン
トローラが反応し始めた際に確実にトリガー出力
を検出できるようにしてください。
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工具計測モード 1

このモードでは、アライメント調整、キャリブレーショ
ン、工具長および工具径計測、熱変位測定補正のト
ラッキングを実行することができます。工具がレー
ザービーム内へと進入する時に計測が実行されま
す。M コードは不要です。ドリップリジェクションは
通常有効にします。

工具計測モード 2

このモードでは、切削工具の工具長および工具径計
測、振れの計測および切刃の欠損のチェックが可能
です。デュアル計測技術が使用されます。工具がレ
ーザービーム外に出る時に計測が実行され、サイク
ルタイムの短縮、クーラントが多量に使用される加
工環境における堅牢性の向上を実現します。本モー
ドを有効にするには M コードが必要です。ドリップ
リジェクションは使用しません。

動作モード

高速工具折損検出モード
このモードでは、ドリルやタップ等のソリッド工具の
高速工具折損検出が可能です。

ラッチモード
このモードでは、工具の装着ミスや切刃エッジの欠
損チェックが可能です。

これら計測アプリケーション用のソフトウェアについ
ては、www.renishaw.jp をご覧ください。
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10
11
12
13
14
15

M コード入力 1 
（高速工具折損検出）
M コード入力 2 

（ラッチモード）

スクリーン

電源 DC0V

DC11V～30V

3kΩ 
0.5W

3kΩ
0.5W

動作モード

モードの選択
各モードは、コネクタ CN2 の端子 11 および/また
は端子 12 に、M コードを使って DC11V～30V の
定電圧を供給して有効にします（下表参照）。入力
電圧レベルの設定は、SW3-1 と SW3-2 を使って反
転させてることができるため、0V でモードを有効に
し、DC11V～30V で無効とする設定も可能です。無
効時に M コード電圧がフローティングしている場
合は、抵抗を挿入して供給電圧までプルアップする
ことが必要となります(右図参照)。

モード M コード 1 

(CN2-11)

M コード 2 

(CN2-12)

工具計測 1 非アクティブ 非アクティブ

工具計測 2 アクティブ アクティブ

高速工具折損
検出

アクティブ 非アクティブ

ラッチ 非アクティブ アクティブ
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パルス幅の設定
パルス幅設定の詳細は下記のとおりです。

• SSR2 パルス出力幅は 20ms または 100ms 
に設定します。また、SSR1 の最小パルス幅も 
20ms または 100ms に設定します。

• パルス出力幅を 20ms に設定した場合、ラッ
チモードを使用したアプリケーションのサイク
ルタイムが短縮され、主軸回転数は 5 倍速く
なります。一部のサイクルにおいては、計測す
る工具の最大回転数を超えないように注意し
てください。

動作モード

• 工具計測モード 1、ドリップリジェクション無効
時および工具計測モード 2 での工具の最小回
転数を設定します。

• スイッチ SW2-4 で、パルス幅を 20ms または 
100ms に設定します。下表に示すように、スイ
ッチの設定は、M コード 3 を使用して反転さ
せることができます。

最小回転数 パルス幅 ms SW 2-4 M コード 3

600 100
OFF ロー

ON ハイ

3000 20
ON ロー

OFF ハイ



21動作モード

工具計測モード 1（ドリップリジェクション無効時）

オープン

クローズ

工具計測（ドリップリジェクション無効時）

レベル

パルス

オシレー 
ティング

オープン

クローズ

オープン

クローズ

光線通過 光線遮断 光線通過 光線通過

遮断 通過 遮断 通過

パルス幅

20ms

20ms

パルス幅 = 20ms または 100ms（SW2-4 で設定）
図はノーマルクローズ設定時です。ノーマルオープン設定時は反転します。

> パルス幅

パルス幅

< パルス幅

光線遮断

レーザー 
光線の状態

パルス幅
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工具計測モード 1（ドリップリジェクション有効時）

オープン

クローズ

工具計測（ドリップリジェクション有効時）

レベル

パルス

オシレー 
ティング

オープン

クローズ

オープン

クローズ

光線通過 光線遮断 光線通過 光線通過クーラントの
滴で光線遮断

遮断

ドリップフィルター ドリップフィルター

通過 遮断 通過

< ドリップフィルター

S	
	S

パルス幅

20ms

20ms

ドリップフィルター = 60ms (1000rev/min) または 120ms (500rev/min)（SW1-4 で設定）
パルス幅 = 20ms または 100ms（SW2-4 で設定）
図はノーマルクローズ設定時です。ノーマルオープン設定時は反転します。

パルス幅

レーザー 
光線の状態
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オープン

クローズ

工具計測（ドリップリジェクション非適用）

レベル

パルス

オシレー 
ティング

オープン

クローズ

オープン

クローズ

光線遮断

通過

光線通過

> パルス幅

遮断 通過

< パルス幅

パルス幅 = 20ms または 100ms（SW2-4 で設定）
図はノーマルクローズ設定時です。ノーマルオープン設定時は反転します。

レーザー 
光線の状態

動作モード

工具計測モード 2

遮断

パルス幅 パルス幅

20ms

20ms

パルス幅



24 寸法および取り付け方法

DIN レールへの取り付け（標準）

DIN レールを使用しない取り付け（代替）

34.6

13
4

M4（2 本）

98



25電気結線

    * レーザー光線を受光ユニットとは切り離して ON/
OFF させる場合は、赤の電線をピン 8 に接続しな
いでください。送信機の結線は、27 ページの結線図
に従って行ってください。

セットアップ用デジタル電圧計

セットアップ用デジタル電圧計

補助電源 DC11V～30V

アナログ出力 1

セットアップ

アナログ出力 2

DC0V

DC13V～14V

スクリーン

プローブステータス

    * 

 白

 紫

 青

 黒

 赤

スクリーン †

 グレー
黒
赤
スクリーン †

グレー

†  NC4 または NC4+ の
ハウジングが工作機械本
体の基準アース (R ≤ 1Ω）
に接続されているときは、
スクリーンを接続しない
でください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NC4 または NC4+

Rx

Tx

デジタル電圧計
（NC4 または 

NC4+ のセット
アップ時のみ

使用）

NCi-6 のコネクタ CN1

NC4 または NC4+
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注意： SSR2 をオシレーティングまたはパルス出力に設定してコントローラへトリガー信号を送る場合、プロ
ーブのステータスチェックを確実にするために、必ず SSR1 にはレベル出力を使用してください。

CNC 

工作機械 

コントローラ

電源

DC0V

+ve

工作機械電源

M コード 3（スイッチ SW2-4 の反転）

未使用（補助 0V）

ノーマルオープン

コモン

ノーマルクローズ

駆動信号（DC11V～30V）

SSR1 電圧フリー

SSR1 電圧フリー

SSR2 電圧フリー

SSR2 電圧フリー

M コード入力 1（高速工具折損検出）

M コード入力 2（ラッチモード）

スクリーン

電源 DC0V

電源 DC11V～30V

補助リレー

NCi-6 のコネクタ CN2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

工具計測 モード 

2 の場合共にア

クティブ

CNC への接続
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この結線方法により、NC4 または NC4+ システム
の投光ユニットの電源を、受光ユニット から切り離
して、ON/OFF 制御することができます。

電気結線

M コード出力等の制御信号     *  

    *  ハイ（DC11V～30V）入力でレーザー ON。
 ロー（DC0V）入力もしくはフローティングでレーザー OFF。

NCi-6 のコネクタ CN1

NCi-6 のコネクタ 
CN2

ノーマルオープン

コモン

駆動信号
（DC11V～30V）

電源 DC0V

電源 DC11V～30V

NC4 または NC4+

Rx

Tx

電源

アナログ出力 1

セットアップ

アナログ出力 2

DC0V
DC13V～
14V
スクリーン
プローブ 
ステータス

白

紫

青

黒

赤

スクリーン

グレー
黒

スクリーン

赤

グレー

1

2

3

4

5

6

14

15

NC4 または 
NC4+ のレーザーの制御

4

5

6

7

8

9

10
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CNC 工作機械 
コントローラ

工作機械電源

ノーマルオープン

コモン

ノーマルクローズ

駆動信号（DC11V～30V）

SSR1 電圧フリー

SSR1 電圧フリー

スクリーン

電源 DC0V

電源 DC11V～30V

別のプローブの
出力

M コードの選択    * 

出力（プローブステータス）

工作機械のスキップ入力へ 

    *  ハイ（DC11V～30V）入力で、外部のプローブ信号を選択（スタート信号を同時に送ることも可能）。 
 ロー（DC0V）入力もしくはフローティングで非接触式プローブ信号を選択。

NCi-6 のコネクタ CN2

スキップ信号出力用電源

補助リレー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

別のプローブとスキップ信号共有
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ノーマルオープン

コモン

ノーマルクローズ

駆動信号（DC11V～30V）

スクリーン

電源 DC0V

電源 DC11V～30V

工作機械電源
供給エア

ソレノイド
M コード出力等の制御信号     *  

    *  ハイ（DC11V～30V）入力でエア ON。 
 ロー（DC0V）入力もしくはフローティングでエア OFF。

NC4 または NC4+

Rx Tx
ソレノイド駆動電源 

+VDC から

Imax = 200mA

Vmax = DC30V

NCi-6 のコネクタ CN2

補助リレー

供給エア

1

2

3

4

5

6

13

14

15

NC4 または NC4+ 用エア回路の制御



30 パーツリスト

タイプ パーツ No. 内容

NCi-6 インターフェース A-6516-2000
NCi-6（DIN レール取り付けタイプ）、
ターミナルブロック 2 個

NCi-6 ターミナルブロック 
（10 極） P-CN25-1053 NCi-6 用 10 極ターミナルブロック

NCi-6 ターミナルブロック 
（15 極） P-CN25-0009 NCi-6 用 15 極ターミナルブロック



*H-6516-8505-01*

レニショー株式会社

〒 160-0004
東京都新宿区四谷
四丁目29番地8

T 03 5366 5316 
F 03 5366 5320 
E japan@renishaw.com 
www.renishaw.jp

世界各国でのレニショーネットワークについては、
Web サイトをご覧下さい。

www.renishaw.jp/contact
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