
==============================================================================
   ＜＜  「ナスカ・プロ ミル」バージョン情報  ＞＞      
==============================================================================
[Rel1.38]:2020年9月リリース
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.38]:2020年7月6日更新
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）加工指示書：同じ工具径、工具種別を使う場合に、T番号が異なるにも関わらず
      工具情報が統合されてしまう問題を修正しました。
　２）ポスト：インストールされるサンプルポスト名を変更しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　３）ヘリカル加工：G91出力時、下げ距離2が絶対値で出力される問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.36]:2020.02.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.36]:2020.02.14
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ハードロック:意図せず不正改竄エラーが発生する問題を修正しました。
　２）NCデータ作成：NazcaNeoVerioとの連携機能で、一部の工具設定が正しく引継げ
　　　ない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　３）ヘリカル加工：複数形状を指示してG91指令でNCデータを出力した時に、Z値が
　　　正しく出力されない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　４）等高線加工：Z回避が必要な条件かつ下穴指示を「する」に設定した時に、Z回避
　　　が行われず下穴位置に移動する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　５）穴加工:面取りカッターの輪郭加工で固有パラメータが設定できない問題を修正し
　　　ました。
==============================================================================
　[Rel1.35]:2019.03.25
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.35]:2019.03.25
　１）NCデータ作成：NazcaNeoVerioとの連携機能で、一部の工具設定が正しく引継げ
　　　ない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.34B]:2018.01.29
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.34.2]:2018.01.29
　１）等高線加工：複数断面でオフセット量により、加工ピッチが変わる場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.34A]:2017.09.25
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.34.1]:2017.09.25
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ヘリカル加工：部分ヘリカル指示を行っても正しく軌跡が出力されない場合があ
　　　る問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.34]:2017.09.19
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.34]:2017.09.19
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工：真円形状のとき、オーバーラップが反対方向に付く場合がある問題
　　　を修正しました。
　２）輪郭加工：アプローチ位置をクリック点にしたとき、アプローチが作成されない
　　　場合がある問題を修正しました。
　３）面取り加工：連続指示で2つ目以降の形状指示でエラーが出る場合がある問題を



　　　修正しました。
　４）NCデータ作成：NazcaNeoVerioとの連携機能を追加しました。
　５）ヘリカル加工：部分ヘリカル加工指示機能を追加しました。
==============================================================================
[Rel1.33]:2016.12.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.33]:2016.12.02
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）加工指示書：ヘリカル加工の工具が出力されない問題を修正しました。
　２）加工指示書：穴加工で同じ工具を複数使う場合、加工指示書に浅いZの値で出力
　　　される問題を修正しました。
　３）円の中心抽出：円の中心抽出の工具が、ナスカ・プロETMビューに引き渡されな
　　　い問題を修正しました。
　４）画面操作：原点へのスナップ表示がでなくなる場合がある問題を修正しました。
　５）ポスト：一定半径以上の円弧を直線近似して出力する機能を追加しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：オープンポケット加工で削り残しが出る場合がある問題を修正
　　　しました。
　２）ポケット加工：島がたくさんあるような特定のケースで削り残しが出る場合があ
　　　る問題を修正しました。
　３）ポケット加工：フルオープンで 後の1周の軌跡が作成されない場合がある問題
　　　を修正しました。
　４）ヘリカル加工：開いた形状(部分形状)において、ヘリカル加工軌跡の加工開始位
　　　置から加工終了位置までのＺピッチを設定できる様に修正しました。
　５）ヘリカル加工：往復加工ができる様に修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：仕上げ加工で、円弧の断面を指定したとき、 終Zが正しく出力さ
　　　れない場合がある問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）加工指示：タップが下穴径とタップ径でバラバラに抽出されてしまう問題を修
　　　正しました。
　２）加工指示：穴加工で工程登録を行うと強制終了する場合がある問題を修正しま
　　　した。
==============================================================================
[Rel1.32]:2016.02.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.32]:2016.02.01
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）Windows10に対応しました。
==============================================================================
[Rel1.31]:2015.11.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.31]:2015.11.02
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ポスト：G91でNCプログラムを作成すると移動結果がG90のNCプログラムと食い違う
　　　場合がある問題を修正しました。
　２）ポスト：「初期化に失敗しました」エラーが出てNCプログラムが作成できない
　　　場合がある問題を修正しました。
　３）ゴードーソリューションのロゴを修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ヘリカル加工：ヘリカル加工の機能を追加しました。
　２）円の中心抽出：G00が出ないよう動作を変更しました。
　３）輪郭加工：CL作成に失敗し時、不正な工程が登録される問題を修正しました。
　４）輪郭加工：アプローチ、または、逃げブロックがない場合、座標値が異常になる
　　　場合がある問題を修正しました。
　５）面取り加工：連続指示を使用すると2つ目の形状を指示したときにエラーになる
　　　場合がある問題を修正しました。
　６）ポケット加工：削り残し工具で、ヘリカル下降の選択時に垂直下降に変更した



　　　場合メッセージを出すように修正しました。
　７）オープンポケット加工：パスが途中までしか作成されない場合がある問題を
　　　修正しました。
　８）NCデータ作成：［ポスト変換］を［する（一層のみ出力）］で出力したとき、
　　　先頭ブロック座標値が出力されない場合がある問題を修正しました。
　９）NCデータ作成：テーパー工具（面取り工具）の先端角度がビュー引き渡されない
　　　場合がある問題を修正しました。
１０）シミュレーション：輪郭追込み加工のシミュレーション軌跡が正常に表示され
　　　ない場合がある問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：加工条件を呼び出したとき、アプローチ位置が正しく設定されない
　　　場合がある問題を修正しました。
　２）等高線加工：加工終了高さのF値がXYの動きに反映される場合がある問題を
　　　修正しました。
　３）NCデータ作成：下穴指示をして、投影計算を行うとZ値が異常な値になる場合が
　　　ある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.30]:2014.04.21
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.30]:2014.04.08
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）Windows8.1に対応しました。 
　２）円の中心抽出：サブプロ内にG00が出ないよう動作を変更しました。
　３）ポスト：プログラム末尾の「%」をつける場合、改行の有無を選択できるように
　　　なりました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）面取り加工：工具先端角度によっては、切り込み回数が正しく出力されない
　　　問題を修正しました。
　２）輪郭加工：CL作成に失敗し時、不正な工程が登録される問題を修正しました。
　３）輪郭加工：空中オフセットで逃げが円弧だと正しいNCプログラムにならない問題
　　　を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.29]:2013.12.02
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.29]:2013.11.29
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）画面操作：図形要素へのスナップがしやすくなりました。
　２）画面操作：補助メニューを操作した直後にマウスホイールでの拡縮ができない
　　　問題を修正しました。
　３）加工工程複写：回転複写ダイアログの項目名の誤りを修正しました。
　４）マガジン編集：工程複写後、マガジン編集で条件を変更しても同一のサブプロ
　　　として扱われてしまう問題を修正しました。
　５）シミュレーション：微小な円弧を含む形状で、存在しない真円が表示される場合
　　　がある問題を修正しました。
　６）ポスト：移動コードを1度も指令せず座標値を指令すると、それ以降の座標が
　　　正常でなくなる問題を修正しました。
　７）ポスト：末尾に%を展開する時、改行コードを付加するように変更にしました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工：加工軌跡を作成中に強制終了する場合がある問題を修正しました。
　２）輪郭加工：追い込み加工の軌跡が作成できない時に強制終了する問題を修正
　　　しました。
　３）輪郭加工：追い込み加工をすると設定した工具コメントが出なくなってしまう
　　　問題を修正しました。
　４）輪郭加工、面取り加工：スナップの表示が消えなくなる問題を修正しました。
　５）輪郭加工、面取り加工：円弧形状にアプローチした時、アプローチ位置が
　　　正常でない場合がある問題を修正しました。
　６）輪郭加工：工程データの[軌跡オフセット]の設定値が変わってしまう場合がある
　　　問題を修正しました。



　７）ポケット加工：削り残し加工の[ 後の外周加工]に[加工指示]の設定が反映
　　　されない問題を修正しました。
　８）ポケット加工：島の範囲選択を行うと、[カーソル位置に十字補助線を表示する]
　　　が強制的にONになる問題を修正しました。
　９）オープンポケット加工：削り残し加工軌跡を作成中に強制終了する場合がある
　　　問題を修正しました。
１０）ポケット加工、オープンポケット加工：削り残し加工の軌跡が作成されない
　　　場合がある問題を修正しました。
１１）ポケット加工、オープンポケット加工：島形状の外周加工加工で意図しないZの
　　　上昇が発生する場合がある問題を修正しました。
１２）ポケット加工：特定の場所に下穴位置を指示すると、ソフトが強制終了してしまう
　　　問題を修正しました。
１３）ポケット加工：プロ渦巻きで下穴指示すると進行タイプが設定通りにならない場合
　　　がある問題を修正しました。
１４）ポケット加工：プロ渦巻きで下穴指示すると不要なメッセージが出る場合がある
　　　問題を修正しました。
１５）ポケット加工：CLとNC文の経路が異なる場合がある問題を修正しました。
１６）面取り加工：仕上げ代を指定したとき、Zピッチが余分に出力される問題を
　　　修正しました。
１７）円の中心抽出：円の選択中でも円の選択順序と経路が分かるように変更しました。
１８）NCデータ作成：開始点と終了点が微小に離れている場合に、意図しないZ上昇が
　　　発生する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）チェーン選択：チェーン選択で分岐が出ても[設定終了]が有効にならない場合があ
　　　る問題を修正しました。
　２）等高線荒加工：工具の送り速度が出力されない場合がある問題を修正しました。
　３）等高線荒加工：XY平面ピッチ指定時に、パスが指定Zまで作成されない場合がある
　　　問題を修正しました。
　４）等高線荒加工：複数の断面図を指定したとき、垂直断面が混在していると正しい
　　　軌跡が作成できない場合がある問題を修正しました。
　５）断面見切り：形状によっては強制終了する場合がある問題を修正しました。
　６）工程複写：1工程に複数の工具が登録されているとき、回転数の設定が正常に反映
　　　されない場合がある問題を修正しました。
　７）断面見切り：編集確認時に戻るを押すと強制終了する問題を修正しました。
　８）NCデータ作成：2.5Dの加工軌跡でG01のモーダル処理が正常でない場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.27]:2013.06.24
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.27]:2013.05.14
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）表示：円弧のあるデータを表示したとき、フリーズ、強制終了する場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.26]:2013.03.04
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.26]:2012.02.20
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ウィンドウ：案内図が正しく表示されない場合ある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.25]:2013.01.15
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.25]:2012.12.18
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ポスト：G90/G91指令を直接入力したポストで強制出力コマンドを使用すると
　　　意図した移動指令や座標値が出ない場合がある問題を修正しました。
　２）ポスト：G90/G91/[MOVECODE]指令が行頭でない場合に移動指令が正しく解析
　　　できない問題を修正しました。



　３）ポスト：[サイクル設定]＞穴位置指令のプレビューが正常に反映されない
　　　問題を修正しました。
　４）NCデータ作成：工具情報をプロETMビューへ引き渡す際、工具指令点の設定に
　　　かかわらず、先端指令としていた問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）加工指示：入力を許可されるべき値に対しエラーが発生していた問題を
　　　修正しました。
　２）穴加工工程登録：加工高さが違う工具でも1本にまとめられる場合がある問題を
　　　修正しました。
　３）ポスト：固定サイクル値の出力書式は、[出力数値桁数]の設定に従うように
　　　修正しました。
　４）穴加工手順設定：既に登録されている穴径を変更しても保存されない問題を
　　　修正しました。
==============================================================================
[Rel1.24]:2012.10.15
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.24]:2012.10.02
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポスト：[ポスト変換]で、「する（一層のみ出力）」の選択肢を追加しました。
==============================================================================
[Rel1.23]:2012.07.23
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.23]:2012.07.17
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ポスト：NCプログラムに不要な一周円が出力される場合がある問題を修正しまし
た。
　２）ポスト：NCプログラムに微小な誤差を含んでしまう問題を改善しました。
==============================================================================
[Rel1.22]:2012.05.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.22]:2012.04.11
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）チェーン選択：分岐のある図形を選択するとき、1つ前の分岐に戻ることが
　　　できるようになりました。
　２）マウス指示複写：スナップ表示がおかしくなる問題を修正しました。
　３）マウス指示複写：[複写終了]ボタンを操作パネルへ移動しました。
　４）工具リスト：ラジアスエンドミルの登録が条件次第でできなかった問題を
　　　修正しました。
　５）操作基本設定：寸法線をスナップ対象にするか設定できるようになりました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工/オープンポケット加工：島の範囲選択時、外周が選択されないよう
　　　に修正しました。
　２）ポスト：[Z_CUTPOINT]を入力しないことで、 初の切り込み高さまでZを下げて
　　　加工できるようになりました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）穴加工工程登録：工具をソートするとき、工具径の小さい順にならない場合が
　　　あった問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.21A]:2012.02.27
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.21]:2012.02.21
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：真円形状を加工指示すると強制終了する問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.21]:2012.02.13
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.21]:2012.02.03
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞



　１）オープンポケット加工：仕上げ代を設定している時、切削済みの領域に削り残し
　　　加工軌跡が作成されてしまう場合がある問題を修正しました。
　２）オープンポケット加工：仕上げ代を設定している時、削り残し加工軌跡が干渉
　　　する場合がある問題を修正しました。
　３）ポケット加工/オープンポケット加工：移動ピッチ比率が50%を超える場合でも
　　　削り残しのない軌跡を作成できるようになりました。
　４）ポケット加工/オープンポケット加工：移動ピッチ比率が100%を超える設定が
　　　できてしまう問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.20]:2012.01.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.20]:2011.12.08
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ポスト：G91指令で円弧をIJ出力すると中心座標に微小な誤差が発生する場合が
　　　ある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.19]:2011.11.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.19]:2011.10.13
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）NCデータ作成：加工指示書が作成できるようになりました。
　２）NCデータ作成：プロETMビューに工具情報を引き渡すか否か設定を設けました。
==============================================================================
[Rel1.18]:2011.06.30
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.18]:2011.06.28
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）ポスト：[出力数値形式]を小数点なしに設定したポストでG91指令のデータを
　　　出力すると穴位置が正しくない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.17]:2011.05.16
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.17]:2011.04.15
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ウィンドウ： 大化の状態を次回起動時に保持するよう修正しました。
　２）加工工程管理：一覧表で工程を編集する[加工工程編集]機能を追加しました。
　３）加工工程複写：[工程単位で複写]で軌跡を選択した時、複写対象となる同一工程
　　　の軌跡を全てハイライトするように修正しました。
　４）ポスト：強制出力のコマンドを付加したコードが出力されない場合がある問題
　　　を修正しました。
　５）ポスト：2D専用のポストコマンドが2.5Dの展開ボックスに入力できてしまう
　　　問題を修正しました。
　６）ポスト：サイクル設定の[穴位置指令]展開ボックスのプレビューが表示されない
　　　問題を修正しました。
　７）ポスト：[早送り・切削送り設定]が複数行にわたる場合、2行目以降の入力内容
　　　が出力されない問題を修正しました。
　８）NCデータ作成：NasukaProV1フォルダと同じ階層に不要なUserDataフォルダが作成
　　　されてしまう問題を修正しました。
　９）NCデータ作成：描画ソフト"プロETMビュー"に工具情報が正しく渡せない場合が
　　　ある問題を修正しました。
１０）NCデータ作成：意図しないエラーが発生する場合がある問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポスト：ポスト変換[しない(加工軌跡のみ出力)]の場合に"工程ごとのコメント"
　　　が出力されない問題を修正しました。
　２）ポスト：[円の中心抽出位置決め]の設定が有効にならな場合がある問題を修正
　　　しました。
　３）ポスト：ポケット加工の[Zピッチ繰り返し方法]を"領域ごと"にすると、サブプロ
　　　がまとまらない問題を修正しました。



　４）輪郭加工：閉じた図形でも開始要素と終了要素を指定できるようになりました。
　５）輪郭加工：追込み回数分登録されていた工具を、1本の工具にまとめるように
　　　変更しました。
　６）輪郭加工：追込み回数を指定した工程を工程編集した時、軌跡が正しくない場合
　　　がある問題を修正しました。
　７）輪郭加工：選択した図形が真円でも、下穴位置の指示中にアプローチ位置を指示
　　　するよう案内される場合がある問題を修正しました。
　８）輪郭加工：アプローチ距離、逃げ距離によって補正コードを自動設定する動作を
　　　廃止しました。
　９）輪郭加工/面取り加工：複写工程のアプローチ位置を"クリック点(マウス指示)"
　　　にしたとき、クリック点に正しくアプローチが付かない問題を修正しました。
１０）輪郭加工/面取り加工：回転複写をした複写工程で真円アプローチ位置を指定
　　　すると、指定した位置にアプローチされない問題を修正しました。
１１）輪郭加工/面取り加工：工程編集時に、設定済みの補正コードが自動設定されて
　　　しまう問題を修正しました。
１２）輪郭加工/面取り加工：アプローチ距離、逃げ距離が"0"の場合に出る警告が
　　　正しくない場合がある問題を修正しました。
１３）ポケット加工：ヘリカル、ジグザグ下降で干渉がおき、垂直下降とする確認
　　　メッセージで"いいえ"を選んだ場合、設定ダイアログに戻るよう変更しました。
１４）ポケット加工：[加工タイプ]が"プロ渦巻き"の時、形状によっては軌跡を正しく
　　　作成できない問題を修正しました。
１５）ポケット加工：工具径と同じ幅の溝形状のポケットに軌跡が正しく作成されない
　　　場合がある問題を修正しました。
１６）ポケット加工：複写工程を編集すると複写元の削り残し工具が消える場合がある
　　　問題を修正しました。
１７）ポケット加工：[加工タイプ]が"渦巻き"の場合、指定した下穴位置から軌跡が
　　　開始されない問題を修正しました。
１８）オープンポケット加工：複写工程を工程編集すると複写元の軌跡が消える問題
　　　を修正しました。
１９）オープンポケット加工：開口部へのアプローチ/逃げ要素が円弧の場合、不要な
　　　軌跡が出力される場合がある問題を修正しました。
２０）オープンポケット加工：島によって加工領域が分割される場合、下穴位置が
　　　領域内かどうかの判定が正しく動作していない問題を修正しました。
２１）ポケット加工/オープンポケット加工：[加工タイプ]が"プロ渦巻き"の場合に、
　　　軌跡作成にかかる速度を従来よりも向上しました。
２２）ポケット加工/オープンポケット加工：[加工タイプ]が"プロ渦巻き"で下穴位置
　　　を指示する時、下穴の数をステータスバーに表示するよう修正しました。
２３）ポケット加工/オープンポケット加工：複写工程を[下穴指示]"する"設定で工程
　　　編集すると、参考表示される軌跡の位置が正しくない問題を修正しました。
２４）ポケット加工/オープンポケット加工：1本目の工具と削り残し工具が同じ径の時
　　　削り残し工具が干渉する場合がある問題を修正しました。
２５）面取り加工：設定ダイアログの[逃げ量]の表記を[逃げ量指定方法]の設定に従う
　　　ように変更しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：軌跡が途中までしか作成されない場合がある問題を修正しました。
　２）等高線加工：回転複写をした複写工程で真円アプローチ位置を指定すると、指定
　　　した位置にアプローチされない問題を修正しました。
　３）等高線加工：形状によっては形状指示中にソフトが強制終了する場合がある
　　　問題を修正しました。
　４）等高線加工：断面図が水平線だと軌跡が正しく作れない場合がある問題を
　　　修正しました。
　５）ルールド加工：形状と工具径によっては干渉が発生する恐れのあるケースで、
　　　警告を出すように修正しました。
　６）加工軌跡編集：投影逃げ/回転変換の設定画面から計算に不要な[円弧分割公差]
　　　の入力欄を廃止しました。
　７）加工軌跡編集：回転変換の軸設定が正しく反映されない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）穴加工手順管理：No.と穴加工手順定義名を固定表示とし、列幅を変更可能に



　　　しました。
　２）マガジン編集：[工具名称]の項目に[工具種別名称]が表示される問題を修正
　　　しました。
　３）詳細表示ウィンドウ：回避面高さが正しく表示されない問題を修正しました。
　４）穴の抽出：同じ径であれば、重複線を含む場合でも同じ穴グループとするよう
　　　修正しました。
　５）加工指示：エンドミル系工具の単純穴で、[加工深さ]を変更すると[加工径]が
　　　穴径の数値に書き換わる問題を修正しました。
　６）穴加工工程登録：[穴位置ソート]が"穴全体"の時、加工条件の異なる工具が1本
　　　にまとめられてしまう問題を修正しました。
　７）NCデータ作成：同一条件の固定サイクルが1つにまとまらない場合がある問題
　　　を修正しました。
　８）ポスト：穴加工の工具コメントが出力されない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.16C]:2011.03.18
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.16]:2011.03.16
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）面取り加工：工具径補正を使用して連続指示を行うと、2形状目以降に補正が
　　　かからない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.16A]:2011.02.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.16]:2011.02.08
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）NCデータ作成条件：[ファイル名指定方法]が"前回のファイル名を保持する"の
　　　設定で、前回のファイル名が保持されない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：連続指示した工程を工程編集すると、軌跡が別の図形の位置で
　　　再作成されてしまう問題を修正しました。
　２）オープンポケット加工：軌跡が走査線状になるとき、Z回避移動が正しく出力
　　　されない場合がある問題を修正しました。
　３）オープンポケット加工：軌跡が走査線状になるとき、サブプロ出力すると
　　　リターンコードが出力されない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.16]:2011.01.24
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.16]:2011.01.14
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）工程登録：工程作成時、設定されたハイライト色と同じ色を工程色に適用しない
　　　ように変更しました。
　２）工程登録：工程番号の表示を、表示しないよう設定できるようになりました。
　３）ポスト：コメント内の[Z_CUTEND]コマンドの数値が正しくない場合がある問題
　　　を修正しました。
　４）ポスト：G91指令で[Z_CUTEND]コマンドをNCプログラムの 初に使用したとき、
　　　Z値が正しく出力されない問題を修正しました。
　５）NCデータ作成条件：NCデータ保存先を、ファイル名指定方法の設定によってCAD
　　　ファイルと同じにできるよう変更しました。
　６）シミュレーション：円弧が連続する形状で、軌跡がない場所をシミュレーション
　　　してしまう問題を修正しました。
　７）シミュレーション：干渉しない形状で干渉エラーが出る場合がある問題を修正
　　　しました。
　８）シミュレーション：微小な円弧を含む形状で、存在しない真円が表示される場合
　　　がある問題を修正しました。
　９）工程ツリー：設定されているワーク座標系の一部を表示するよう変更しました。
１０）システムパラメータ設定："前回開いたフォルダを開く"の初期値をOFFに変更
　　　しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞



　１）輪郭加工：[連続指示]を実行すると続けて複数図形を選択できるよう動作を変更
　　　しました。
　２）輪郭加工：複写した工程を工程編集するとソフトが強制終了する場合がある
　　　問題を修正しました。
　３）輪郭加工：工程を複写すると下穴位置がずれる場合がある問題を修正しました。
　４）ポケット加工：削り残し加工の"加工範囲"がフルオープン固定になる場合がある
　　　問題を修正しました。
　５）ポケット加工：加工指示を連続して行うことができるようになりました。
　６）ポケット加工：3Dコネクトで加工条件を作成したデータを操作すると強制終了
　　　する場合がある問題を修正しました。
　７）ポケット加工：大きく削り残る場合に、削り残し加工で未加工領域に降下しない
　　　よう修正しました。
　８）ポケット加工：大きく削り残る場合に、削り残し加工の軌跡が"加工方向"の設定
　　　を反映していない問題を修正しました。
　９）ポケット加工：1本目で加工済みの領域に削り残し加工軌跡が作成される問題
　　　を修正しました。
１０）オープンポケット加工：削り残し加工に対応しました。
１１）面取り加工："加工方向"が正しく自動設定されない問題を修正しました。
１２）マニュアル加工：Shitfキー押下で45度毎の固定移動ができるようになりました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線荒加工：加工開始高さ、加工終了高さが設定した値で作成されない場合が
　　　ある問題を修正しました。
　２）等高線荒加工：テーパー形状を"XY平面ピッチ指定"で加工指示すると、加工でき
　　　ない領域が発生する問題を修正しました。
　３）回転体加工：オフセット形状が回転中心からはみ出す場合、はみ出す箇所を除外
　　　して軌跡作成できるよう修正しました。
　４）投影計算：等高線荒加工軌跡に対して正しく断面投影できない場合がある問題
　　　を修正しました。
　５）投影計算：回転面投影後にアプローチ位置が変わってしまう場合がある問題を
　　　修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）穴情報ウィンドウ：穴座標を削除すると強制終了する場合がある問題を修正
　　　しました。
==============================================================================
[Rel1.15]:2010.10.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.15]:2010.10.07
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）工程登録：メインウィンドウに工程番号を表示するようになりました。
　２）拡大/縮小：[拡大]コマンド[縮小]コマンド追加しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）円の中心抽出：穴が等間隔の場合の移動順番を改善しました。
　２）輪郭加工：加工方向を反転するとアプローチが逆になる問題を修正しました。
　３）輪郭加工：工程の移動ができない場合がある問題を修正しました。
　４）輪郭加工：連続指示で作成した工具が、同じ工程にならない場合がある問題を
　　　修正しました。
　５）輪郭加工：軌跡オフセット方法で[工具R中心]が選択できるようになりました。
　６）面取り加工：ZアプローチF値が正しく出力されない問題を修正しました。
　７）ポケット加工：スナップ表示オフの時、下穴位置が正しく設定できない問題
　　　を修正しました。
　８）ポケット加工：加工範囲に[工具R中心]が選択できるようになりました。
　９）ポケット加工/オープンポケット加工：面取り工具の使用を制限しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：消滅ブロックが多数発生する形状でCLデータの作成に失敗する
　　　問題を修正しました。
　２）等高線加工：縮退曲線が発生する形状でCLデータの作成に失敗する問題を修正
　　　しました。
　３）等高線加工：180度を超える円弧に、正しくアプローチがつかない場合がある



　　　問題を修正しました。
　４）等高線加工：円弧と直線が混在する形状が正しく作成できない場合がある問題
　　　を修正しました。
　５）等高線加工：断面が直線で開始高さと終了高さが同じ場合に強制終了する問題
　　　を修正しました。
　６）ルールド加工：座標系を導線1を基準にするよう変更しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）加工指示：穴径に合う穴加工手順が無い場合、 も近い穴加工手順が候補に
　　　挙がらない問題を修正しました。
　２）NCデータ作成：工具交換が発生する工程の工具番号が同一の場合は、警告を出す
　　　よう修正しました。
　３）加工指示：繰り広げ加工の逃げ円弧Rが、エラーで設定できない場合がある問題
　　　を修正しました。
　４）加工指示：基準面高さと加工面高さが異なる時に加工深さが正しく計算できない
　　　場合がある問題を修正しました。
　５）ポスト：固定サイクルQ値の小数点が抜ける場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.14]:2010.07.20
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.14]:2010.07.16
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）加工工程管理：[元に戻す]、[やり直す]の機能を追加しました。
　２）拡大/縮小：[W]キーでの画面縮小、[E]キーでの画面拡大に対応しました。
　３）ポスト：プログラム開始部の[S][F][TOOLDIA]が穴加工で正常に出力できない
　　　問題を修正しました。
　４）NCデータ作成条件：NCデータ原点指示の初期値を"数値入力"に修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）面取り加工：機能を追加しました。
　２）ポケット加工：加工タイプ「プロ渦巻き」を追加しました。
　３）オープンポケット加工：機能を追加しました。
　４）輪郭オフセット：機能を追加しました。
　５）ポケット加工：島形状のオフセット計算に失敗した場合のエラーメッセージを、
　　　明確な内容に変更しました。
　６）輪郭加工：アプローチ位置設定を変更すると、他のアプローチ条件が変更される
　　　問題を修正しました。
　７）輪郭加工：工具径補正をして複数の形状を選択すると強制終了する問題を修正
　　　しました。
　８）ポケット加工：島の範囲選択で強制終了する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）ルールド加工：荒加工でピン角丸めの工具R比率が正しく反映されない問題を
　　　修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）穴位置ソート：ソート基準軸の設定を追加し、ソート方法に「走査線」を追加
　　　しました。
　２）穴情報ウィンドウ：穴グループのレ点を連続でクリックすると穴位置のレ点と
　　　差異が生じる場合がある問題を修正しました。
　３）工具ソート：多段穴がある場合に、正しく工具ソートできない場合がある問題
　　　を修正しました。
　４）穴情報ウィンドウ：軌跡がない工程が作成される場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.13]:2010.04.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.13]:2010.04.14
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）操作基本設定：操作基本設定機能を追加しました。
　２）加工工程複写：円の中心がスナップされない場合がある問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：2本目の工具の下穴指示中に強制終了する場合がある問題を



　　　修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：上面図が微小な距離で繋がっていない場合に、軌跡が作成できない
　　　場合がある問題を修正しました。
　２）形状編集：上面図が真円の場合に、断面図が変更できない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）工程登録：穴工具ソートでソートされない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.12]:2010.03.29
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.12]:2010.03.19
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）シミュレーション：シミュレーション終了時、画面上に加工距離を表示するよう
      に対応しました。
　２）マガジン編集：工具Rを表示する項目を追加しました。
　３）加工工程ウィンドウ：工程内の一部の工具を移動するときに、移動元のワーク座
      標系を保持するように修正しました。 
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：コーナー部の削り残し加工開始位置を改善しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）工具種別名称設定：設定終了時に工具属性変更に関する警告を出すように修正し
      ました。
　２）工程編集：工程を編集すると固定サイクル行にXY移動のF値が出力される問題を
　　　修正しました。
==============================================================================
[Rel1.11]:2010.02.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.11]:2010.02.10
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポスト：[NEXTTOOL]設定値への英字の入力可に対応しました。
　２）Z条件：加工終了Z高さを2回加工する問題を修正しました。
　３）ポスト:サブプロコールフォーマット内の[F][S]が、[サブプロ設定]>[早送り・切
      削送り設定]チェックオフに影響する問題を修正しました。
　４）ポケット加工：下穴位置によっては強制終了する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工：工具終了接触点を 下工具点指示にしたときに、加工終了Zよりも下
　　　がることがある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.10]:2010.01.12
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.10]:2009.12.24
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）ポスト：工具終了部で単独行G90を記述すると次工具セットでG90が出力されない
　　　問題を修正しました。
　２）ポスト：サブプロリターン後にモーダル処理されない座標が出力される問題を
　　　修正しました。
　３）ポスト：移動指令コードを単独出力するための設定を追加しました。
　４）ポスト：複写工程のサブプロコール先が違う場合がある問題を修正しました。
　５）ポスト：シーケンス番号が出力されない場合がある問題を修正しました。
　６）NCデータ作成：NCデータ原点指示で、不正な点を拾う場合がある問題を修正しま
　　　した。
　７）NCデータ作成：基準位置から原点位置を変更できる機能を追加しました。
　８）NCデータ作成：NCデータ作成条件のサブプロ移動コード指令の前回値を保存
　　　するよう修正しました。
　９）工程ツリー：工程編集時に、工程ツリーの表示状態を維持するよう変更しました。
１０）ワーク座標系：ワーク座標系設定画面で特定のファイル名が削除できない問題を
　　　修正しました。
１１）ポスト設定：ポストの保存に失敗した場合のエラー表示内容を修正しました。



１２）補助線：[F]キーで補助線を引けるよう変更しました。
１３）工具リスト：2D、25Dにユーザー変数の機能を追加しました。
１４）加工工程複写：複写を繰り返した工程に工程編集をかけると座標がずれる問題
　　　を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）ポケット加工：接続線が島によって消滅する場合に、接続線がG00となる問題を
　　　修正しました。
　２）ポケット加工：接続線が島との積で消滅する場合に、次の切削点へZを上昇して
　　　移動する問題を修正しました。
　３）ポケット加工：渦巻き加工内→外で領域が分かれる場合に、次の下穴位置へ
　　　G00横移動する問題を修正しました。
　４）ポケット加工：接続線の接続場所に図形要素中点も設定できるよう変更しました。
　５）ポケット加工：微小円弧がある場合に、意図しない１周円が出力される場合が
　　　ある問題を修正しました。
　６）ポケット加工：F値がマイナスで出力される場合がある問題を修正しました。
　７）輪郭加工：アプローチ距離1、逃げ距離1が無い場合の動作を変更しました。
　８）輪郭加工：アプローチ位置設定が空欄になる場合がある問題を修正しました。
　９）輪郭加工：下穴指示のON/OFFによって下穴F値が初期化される問題を修正しまし
た。
１０）輪郭加工：アプローチタイプの変更によってAP1、Ap2、円弧の中心角度が
　　　初期化される問題を修正しました。
１１）ポスト：ポスト変換[しない(加工軌跡のみ出力)]の場合に[工具セット]
　　　[加工開始点移動][加工軌跡開始][加工軌跡終了][次の開始点移動][工具終了]
　　　の展開ボックスを使用可能にしました。
１２）ポスト：G91のサブプロ出力の時、複写工程が同じサブプログラムになるよう
　　　修正しました。
１３）ポスト：ポスト変換[しない(加工軌跡のみ出力)]の場合に移動コードをG91に
　　　に設定しても絶対値で出力される問題を修正しました。
１４）円の中心抽出：Zアプローチ高さを変更できるよう変更しました。
１５）トロコイド加工：切削領域選択時にステータスバーに案内表示が出ない問題を
　　　修正しました。
１６）トロコイド加工：加工設定管理画面が起動しない問題を修正しました。
１７）ポケット加工：島を範囲選択できるよう変更しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）加工指示：複写工程の工具を複写元へまとめてサブプロ出力すると、穴位置が
　　　ずれる問題を修正しました。
　２）加工指示：工具ごとにR点高さを指定できる機能を追加しました。
　３）加工指示：ユーザー変数の改行コード「；」に対応しました。
　４）加工指示：下面取りを設定すると上面取りになる問題を修正しました。
　５）表/パターン入力：穴配置パターンを開いた状態で別の作業をするとソフトが
　　　強制終了する問題を修正しました。
　６）ポスト：穴加工用[工程ごとのコメント]の[Z_CUTPOINT]の説明文を修正しました。
　７）ポスト：G90に設定したNCプログラムがG91で作成される問題を修正しました。
　８）回避領域設定：回避できない形状がある問題を修正しました。
　９）ポスト：繰り広げ、輪郭加工のユーザー変数6～10が展開されない問題を修正
　　しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）回転体加工：CL作成可能な形状がCL作成に失敗する問題を修正しました。
　２）投影計算：投影計算時にボールエンドミル以外の工具は警告を出すよう変更しま
　　　した。
　３）等高線加工：内側加工形状で交点が重なる断面長さを指示すると、ソフトが
　　　強制終了する場合がある問題を修正しました。
　４）ルールド加工：形状によって、リミットOFFの加工指示で食い込む場合がある
　　　問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.09]:2009.10.13
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.09]:2009.10.05



＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）NCデータ作成：位置決め座標初期値Ｚを100から300に変更しました。
　２）画面構成初期化：画面構成初期化の対象要素にステータスバーが入っていない
　　　問題を修正しました。
　３）表示：加工軌跡の微小円弧が表示されない問題を修正しました。
　４）NCデータ作成：φ５０以上のボールエンドミルを使うとエラーが出てしまう問題
　　　を修正しました。
　５）メニュー：クラシックレイアウトの時、ウィンドウメニューの中に
　　　穴情報ウィンドウがない問題を修正しました。
　６）加工指示：チェーン選択で非表示レイヤーの重複図形にも矢印が出てしまう
　    問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工：輪郭加工指示を連続で行えるように変更しました。
　２）トロコイド加工：タイプＣの案内図を修正しました。
　３）マニュアル加工：マニュアル加工指示で補助線にスナップしないことがある問題
　　　を修正しました。
　４）輪郭加工：真円輪郭加工で直前のマウス指示の影響を受ける問題を修正しました。
　５）トロコイド加工：トロコイドの軌跡が作成できない場合は、エラーメッセージを
　　　出すように修正しました。
　６）トロコイド加工：OSがVistaの場合に、案内図が重なってしまう問題を修正しまし
　　　た。
　７）NCデータ作成：原点指示[マウス指示]の時に、ポケット加工下穴リスト出力の
　　　数値が前回の原点指示座標から計算されている問題を修正しました。
　８）マガジン編集：ポケット加工の削り残し加工の工具に対して機能制限を加えまし
た。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）回避領域設定：領域設定/解除した場合の表示方法を変更しました。
　２）回避領域設定：回避領域に指定したCAD図形位置を変更しCAD更新をすると強制
　　　終了する問題を修正しました。
　３）回避領域設定：チェーン選択時で分岐矢印表示時に中止できない問題を修正しま
　　　した。
　４）工具ソート：同一工具のソート結果が、径の小さな順になってしまう問題を修正
　　　しました。
　５）回避領域設定：中止を押してもカーソルが操作パネル外に出ないと操作パネルが
　　　閉じない問題を修正しました。
　６）回避領域設定：回避領域設定コマンドをツールバーコマンドボタンで終了すると、
　　　穴の加工軌跡の色が残ってしまう問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）回転体加工：端点接続許容距離範囲内の誤差でも形状化に失敗する問題を修正
　　　しました。
　２）ルールド加工：加工方向を反転すると開始位置／終了位置設定が逆になる問題を
　　　修正しました。
　３）等高線加工：円弧断面形状の時に仕様範囲以上でも設定できてしまう問題を
　　　修正しました。
　４）計算中止：[計算中止]ボタンを押しても、すぐに中断できないことがある問題を
　　　修正しました。
　５）回転面見切り：切削されるべき箇所で切削されない場合がある問題を修正しまし
た。
　６）形状定義：チェーン選択で真円が正しく選択できない場合がある問題を修正しま
　　　した。
　７）回転面投影：投影断面図が軌跡上にあっても変形しない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.08A]:2009.09.14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.08]:2009.09.10
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工：第1図形が円弧の場合にアプローチ距離を０にすると直線移動になる
      問題を修正しました。また、G41/42の場合は警告表示を出力するようにしました。



＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）等高線加工:平面図に180度を越える円弧がある形状の場合に強制終了する問題を
      修正しました。
==============================================================================
[Rel1.08]:2009.09.07
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.08]:2009.08.27
＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）加工軌跡作成基本設定：その他の条件にワーク座標初期値設定ボタンを追加しま
　　　した。
　２）NCデータ作成:データ変換した工具データでエラーが出る問題を修正しました。
　３）NCデータ作成:工程ツリーから単独でNCプログラムを出力した時、使用工具リスト
　　　と下穴リストが出力されない問題を修正しました。
　４）マガジン編集：Ｆ値を修正してもＮＣデータ等に反映されない問題を修正しまし
た。
　５）画面表示：画面移動中にマウスがメインウィンドウからはみ出すと表示されない
　　　図形が発生する問題を修正しました。
  ６）シミュレーション:詳細表示ウィンドウの表示内容が1ブロックずれている問題を
      修正しました。
  ７）加工工程複写：工具単位、工程単位で複写、複写元の後に追加の機能を追加しま
　　　した。穴加工の場合は、工程単位のみの対応になります。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工：アプローチ、逃げが工具半径より小さい場合は警告を出すように変更
　　　しました。
　２）NCデータ作成条件：サブプロをアブソで出せるように変更しました。
　３）シミュレーション：座標値を確認できる決定座標の表示を追加しました。
　４）シミュレーション：次工具まで 高速再生の機能を追加しました。
　５）ポケット加工： 未設定の下穴位置がある場合はメッセージを出すように変更しま
　　　した。
　６）加工設定管理画面：加工設定管理画面上で設定画面ウィンドウに戻る機能を追加
　　　しました。
　７）輪郭加工：[終了→開始移動方法]を[横移動 G01]にした時、警告を出すように
　　　変更しました。
　８）工具条件設定：2D、2.5Dの工具条件設定で工具のＲや半径を表示するように変更
　　　しました。
　９）ポケット加工：外周加工の設定で島と外周でダウン／アップカットをそれぞれ選択
      できるように変更しました。
１０）工具選択：工具リスト、工具選択画面の表記を「Z送り速度」から「穴加工Z-F値」
に
　　　変更しました。
１１）ポケット加工：工程編集する時、2本目・3本目の工具は編集できないように変更
　　　しました。
      編集する場合は1本目の工具から編集をします。
１２）輪郭加工：端点指示で距離０にしたときにG41/G42が出せない問題を修正しまし
た。
１３）ポケット加工：外周加工を領域全体で加工するように変更しました。
      また、中点から垂直アプローチで入るように変更しました。
１４）ポケット加工：走査線Ｙ軸－方向 往復のときに削り残しが出る問題を修正しまし
　　　た。
１５）シミュレーション：３ブロック以下の輪郭加工軌跡をシミュレーションで
　　　強制終了する問題を修正しました。
１６）シミュレーション：輪郭加工のシミュレーションの円弧アプローチの問題を
　　　修正しました。
１７）加工条件設定：ポケット加工の削り残し加工の加工条件ファイルを登録すると
　　　ファイルが読めない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
　１）シミュレーション：シミュレーションの現在位置に「＋」の表示を追加しました。
　２）加工工程編集：F値を編集しても変更されない問題を修正しました。



　３）NCデータ作成:パラメータが固定サイクルと別行で出力される問題を修正しまし
た。
  ４）ポスト:サイクル設定の固定サイクルフォーマットのボタンをクリックした時の
      フォーカス位置を固定サイクル定義ウィンドウに変更しました。
  ５）自動割付:加工面高さ、加工深さで穴グループを別にするよう変更しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）投影計算：図形選択時にハイライト表示とチェーン選択が表示されない問題を
　　　修正しました。
　２）投影計算：投影指示中に図形スナップすると点、端点等が表示されない問題を
　　　修正しました。
　３）システム設定：コーナーR/C付加、F値編集の表示文字の色とサイズを変更できる
　　　ように追加しました。
　４）回転面見切り:断面線を外→内方向に指示すると変形できない問題を修正しまし
た。
　５）形状編集：形状によりコーナーＣが正しく付加されない問題を修正しました。
　６）ルールド加工:分割ピッチが均等になるように修正しました。
　７）加工設定管理：「回転体」の仕上げ加工指示の設定画面の［加工設定管理］で
　　　呼出しが出来ない問題を修正しました。
　８）等高線加工：上面図に小さいＣ面がある形状の場合正しく軌跡が作成できない
      問題を修正しました。
　９）かまぼこステップ荒加工:正しく軌跡が作成できない場合がある問題を修正
　　　しました。
１０）等高線加工：毎回下穴移動としても下穴へ移動しないことがある問題を修正
　　　しました。
１１）ルールド加工：形状表示の線が少ない問題を修正しました。
１２）かまぼこ荒加工:保存した加工工程データからCLデータを再作成できない問題を
      修正しました。
１３）等高線加工：一部断面でオフセット方向が逆転する問題を修正しました。
１４）等高線荒加工：垂直断面で形状化すると、XY切り込み方向が左右逆転する問題を
　　　修正しました。
１５）ルールド：加工設定管理画面で開始位置／終了位置の選択リストを更新しました。
１６）加工指示：等高線以外の加工指示で工具名称を選択すると工具指令点が中心に
　　　なる問題を修正しました。
１７）投影逃げ：正しく投影逃げをかけられない問題を修正しました。
１８）加工条件：「横移動 G00」が詳細表示ウィンドウで上移動と表示される問題を
　　　修正しました。
１９）加工指示：CLパス計算中に表示される画面の「×」ボタンを選択不可にしました。
２０）投影計算：ルールドに回転投影がかからない問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.07C]:2009.07.28
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.07]:2009.07.28
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
　１）荒加工指示:OSがVistaの場合に、荒加工Z条件設定画面でハングアップする問題を
　　　修正しました。
==============================================================================
[Rel1.07A]:2009.07.08
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.07]:2009.07.08
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）加工工程データ保存:輪郭加工工程の後にある加工工程データが保存されない
      問題を修正しました。
　２）輪郭加工:真円形状を指示した後に真円形状以外を指示すると、アプローチ位置
      設定が空欄になる問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.07]:2009.07.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.07]:2009.06.30



＜ナスカ・プロミル共通＞
　１）NCデータ作成:データ変換した工具データでエラーが出る問題を修正しました。
　２）ポスト編集: G0 のモーダル処理がされない問題を修正しました。
　３）ポスト編集:「％」出力時の文字化けの問題を修正しました。
　４）NCデータ作成条件:NCデータ作成条件画面の設定値を保持していない問題を修正
      しました。
　５）ポスト編集:1桁数値のＧコードで XY が0に降りる問題を修正しました。
　６）ポスト編集:1桁数値のＧコードでモーダル処理されない問題を修正しました。
　７）ポスト編集:２.５Ｄの軌跡前移動のF値の初期値を変更しました。
　８）ポスト編集:サンプルポストの２Ｄ「逃げ」のコードの問題を修正しました。
　９）NCデータ作成:小数点無しで NC 出力すると正しいZを出力しない問題を修正
      しました。
１０）マガジン編集:連番をすると、［設定終了］または［印刷］をクリックした際に
　　　ソフトが強制終了する問題を修正しました。
１１）ポスト編集:2Dの工具下降後に出力するコード（上昇前）出力の問題を修正しま
　　　した。
１２）ポスト編集:ポストの登録時に強制終了する問題を修正しました。
１３）工具リスト:工具リストが材質の重複設定に対応できない問題を修正しました。
１４）NCデータ作成:上書きでNCプログラム作成中に[中止]を押すと、上書きする前の
　　　ファイルが消える問題を修正しました。
１５）NCデータ作成:原点指示中に終了すると強制終了する問題を修正しました。
１６）NCデータ作成:NCデータ原点指示キャンセル直後のマウス入力が無視される問題を
　　　修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
　１）輪郭加工:アプローチ指示にクリック点指示を追加しました。
　２）円の中心抽出:表記を「円の中心抽出」に統一しました。
　３）トロコイド加工:トロコイド加工を追加しました。
　４）マガジン編集: マガジン編集画面の縦幅を拡張しました。
　５）設定:加工軌跡作成基本設定のオフセット 大計算回数の制限値の 小値を１に
　　　設定できるように変更しました。
　６）NCデータ作成:原点をマウス指示中に右クリックでキャンセルできるように
      変更しました。
　７）ポスト編集:ポストの横移動部の表記を変更しました。
　８）加工工程複写:工程複写で複写工程数が多いと強制終了する問題を修正しました。
　９）ポケット加工:領域指示の後にレイヤー変更して島図形指示できない問題を
　　　修正しました。
１０）文字加工:次の形状へ移動するときに回避面高さから下げ距離１まで下がらない
　　　問題を修正しました。
１１）シミュレーション：シミュレーション終了後は「終了」と表示するようにしまし
た。
１２）ポスト編集:XY_ONLY_2Dポストの初期値をポスト変換しないに変更しました。
１３）ポケット加工:下穴指示をする場合、下穴指示時に軌跡が表示されない問題を
      修正しました。
１４）ポケット加工:軌跡の一部が欠ける場合がある問題を修正しました。
１５）ポケット加工:島形状で島を削ってしまう軌跡が出る問題を修正しました。
１６）ポケット加工:ポケット加工で削り残しが発生する問題を修正しました。
１７）ポケット加工:ヘリカル下降の 初の直径の工具径比率の計算が正しくない問題を
　　　修正しました。
１８）マニュアル加工: 終図形がG00で終わっているとNC出力時に強制終了する問題を
　　　修正しました。
１９）ポケット加工:下穴指示の際、補助線のキーでキー入力の画面が出る問題を修正
　　　しました。
２０）輪郭加工:形状の分岐点で矢印が表示されない問題を修正しました。
２１）輪郭加工:アプローチ図形を選択する際に、[SHIFT]を押したまま形状をクリック
　　　しても、矢印が表示されない問題を修正しました。
２２）ポケット加工:下穴指示中に中止をしても、工具登録されてしまう問題を修正
　　　しました。
２３）ポスト編集:選択したポストで変換されない場合がある問題を修正しました。



＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）加工指示:固定サイクルパラメータ数を増加しました。
  ２）穴の抽出:図形選択条件の全体のon/offでoffの場合に全てoffにならない問題を
      修正しました。
  ３）加工指示:加工面高さの入力をABSから基準面高さからのINCに変更しました。
  ４）穴加工手順管理:加工手順設定データの処理方法を変更しました。
  ５）工具優先順位:初期値を変更しました。
  ６）固定サイクル:同じ工具、同じ加工条件なのに固定サイクル行が別にでる問題を
　　　修正しました。
  ７）座ぐり加工:輪郭の工程をサブプロ出力すると、サブプロ内でZ値が重複して
　　　出力される問題を修正しました。
  ８）穴情報ウィンドウ:穴を削除すると穴の選択が解除されず、削除していない穴が
　　　一部選択解除される問題を修正しました。
　９）工具登録:穴情報ウィンドウにない工具が、工程登録すると出力される問題を
　　　修正しました。
１０）座繰り穴:面取りが正常にできない問題を修正しました。
１１）表/パターン入力:作成した穴が強制終了の原因になる問題を修正しました。
１２）NC文作成：G91で、NCデータ原点に値を入れると正しいNC文を作成できない
　　　問題を修正しました。
１３）加工指示:選択されていない固定サイクルが設定される問題を修正しました。
１４）工具別加工条件設定:穴加工固定サイクルの工具別加工条件設定(3/3)でユーザー
　　　サイクル名に番号がついてない問題を修正しました。
１５）自動割付:同じ径の穴で、異なる穴種を指示した場合、 初に指示した穴種で
　　　まとめられてしまう問題を修正しました。
１６）加工指示:エンドミル系工具の輪郭加工で、アブソの直接指定で加工深さに
　　　マイナスを入れた時、次画面のZ加工ピッチにマイナス（－）が入っている問題
　　　を修正しました。
１７）加工指示:穴加工手順定義名を入力すると選択していない穴加工定義名が表示され
る
      問題を修正しました。
１８）穴情報ウインドウ:円の中心以外を指定して追加した穴を選択できない問題を
　　　修正しました。
１９）穴情報ウィンドウ:穴位置の表入力や穴配置パターン入力した穴も穴情報ウインド
ウ
　　　で編集をできるようにしました。
２０）表示:穴位置の表入力や穴配置パターン入力した穴を削除した時にゴミが残る問題
　　　を修正しました。
２１）表入力、配置パターン入力: 初の穴の座標値が2回出力される問題を修正しまし
た。
２２）表入力、配置パターン入力:座標値が穴の個数分出力される問題を修正しました。
２３）穴抽出:閉じていない形状に領域設定できてしまう問題を修正しました。
２４）回避領域設定:未設定の線でも回避領域解除の確認がある問題を修正しました。
２５）回避領域設定:回避領域の設定時の操作パネルの動作を修正しました。
２６）回避領域設定:領域設定していない領域の解除ができる問題を修正しました。
２７）工具ソート:加工手順の順序と異なり径の小さな順になる問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）ポスト編集:２．５Ｄの「軌跡前移動（2.5D）」の表記を変更しました。
　２）ワイヤーフレーム:形状作成後、ワイヤーフレームウィンドウがアクティブに
　　　ならないよう変更しました。
　３）ステップ荒取り:平面方向のピッチをmm入力で制御できるように変更しました。
　４）等高線加工:真円へのアプローチで下穴位置方向指示をできるように変更しまし
た。
　５）等高線加工:等高線仕上げ加工の面粗度の計算方法を修正しました。
　６）等高線加工:１周のみの加工軌跡を作成できるように変更しました。
　７）等高線加工: XY 切り込みピッチの設定を[面沿いピッチ指示][XY平面ピッチ指示]
　　　に変更しました。
　８）等高線加工:内周加工で、軌跡が形状定義の外側に作られてしまう問題を修正
　　　しました。



　９）回転見切り:断面線を外→内方向に指示すると変形できない問題を修正しました。
１０）等高線加工:等高線仕上げ加工で［かけ上がり］ボタンを押すと
　　　設定した［加工ピッチ距離］が前回の値に戻ってしまう問題を修正しました。
１１）等高線加工:開始Z と終了Zを同じ高さにすると計算終了できない問題を修正
　　　しました。
１２）形状編集:断面変更をする際に、「ハイライト表示」や選択色が表示されない
　　　問題を修正しました。
１３）等高線加工:等高線荒加工で、仕上げ形状に干渉する場合がある問題を修正しま
　　　した。
１４）投影計算:投影逃げを複数回設定できない問題を修正しました。
１５）等高線荒取り:等高線荒取りで、形状の外側に軌跡が作成される場合がある
      問題を修正しました。
１６）ルールド加工:導線沿い加工で干渉する場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.06C]:2009.06.05
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.05.29
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）サンプルファイル:工具リスト設定のサンプルを追加しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）投影逃げ設定:G00移動を使用するとG01移動がG00移動になる場合がある問題を
      修正しました。
==============================================================================
[Rel1.06B]:2009.05.15
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.05.13
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）工具リスト:工具優先順位を変更すると工具種別が変わってしまう問題を修正
      しました。
  ２）工具リスト:工具複写を行うと空行が挿入される問題修正しました。
  ３）工具リスト:Z送り速度の初期値が設定されていない問題を修正しました。
  ４）チェーン選択:分岐指示の矢印が選択できない場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.06A]:2009.05.01
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.05.01
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）ポスト編集:[G98][G99][!]のコマンドがあるブロックが出力されない問題を
      修正しました。
==============================================================================
[Rel1.06]:2009.04.30
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.06]:2009.04.24
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）工具管理画面を追加しました。
  ２）ポスト編集:ポスト設定画面の[設定終了]を[閉じる]に表記を変更しました。
  ３）ポスト編集:出力数値形式で「小数点なしの3桁」でNC出力しても桁数が違う
      問題を修正しました。
  ４）NCデータ作成条件:サブプロ出力しない場合は、サブプロ開始番号のエラー処理を
      行わないように変更しました。
  ５）ポスト編集:次Tが無い場合の[NEXTTOOL]の処理でT0を設定できない問題を修正し
　　　ました。
  ６）システムパラメータ設定:ファイル環境設定でドライブルートが指定できない問題
      を修正しました。
  ７）加工指示:チェーン選択時、重複線があると分岐処理がされない場合がある問題を
      修正しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）円の中心抽出:工具選択機能を追加しました。



  ２）ポケット加工:移動ピッチ比率の設定を50%以下までは警告表示しないように変更
      しました。
  ３）NCデータ作成条件:ポケット加工下穴リスト出力機能に使用工具リスト出力
　　　ファイルの末尾に出力する機能を追加しました。
  ４）ポスト編集:移動がない円弧を出力する場合がある問題を修正しました。
  ５）シミュレーション:設定している工具径と違う径で表示される場合がある問題を
      修正しました。
  ６）ポスト編集:モーダル出力の座標値をXYとZに分離しました。
  ７）輪郭加工:アプローチ開始位置で閉形状でもZが上昇する場合がある問題を
      修正しました。
  ８）ポケット加工:島形状の内側に加工軌跡が作成される場合がある問題を修正しまし
た。
  ９）ポケット加工:下穴指示で原点にスナップしない問題を修正しました。
１０）ポケット加工:削り残し加工の3本目の工具が島に干渉する場合がある問題を修正
      しました。
１１）ポスト編集:ポストコマンドリストの[F_ZAPS][F_ZAP][F_ZAP1][F_ZAP2]の説明が
      ずれていたのを修正しました。
１２）円の中心抽出:抽出できない円がある問題を修正しました。
１３）マニュアル加工: 後のブロックがG00の場合、NCプログラムを作成すると強制終了
      する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）穴加工手順設定:穴加工手順表に表の複写機能を追加しました。
  ２）穴加工工程登録:工具ソートの同一工具のソート条件で「浅い順」「深い順」の
      ソートが正しくない問題を修正しました。
  ３）穴加工手順設定:穴加工手順定義名が別の穴種別名称と同じにすると上書きされる
      問題を修正しました。
  ４）穴加工設定:一度穴種別を決定すると変更できない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）等高線:荒加工/仕上げ加工時にG00横移動を設定している場合は、警告表示を
      するように変更しました。
  ２）等高線:複数断面指示で形状に不要な表示がされる場合の問題を修正しました。
  ３）等高線:半球形状の形状化ができない問題を修正しました。
  ４）回転体:断面形状により工具半径分Zが下がったデータとなる問題を修正しました。
  ５）直交投影:直交投影結果が異なる場合がある問題を修正しました。
  ６）ルールド:導線1の原点指示から導線2の原点指示に変わらない問題を修正
      しました。
  ７）等高線:荒加工で加工ピッチ内の軌跡を出力し、削り残し量を少なくする
      ように修正しました。
  ８）形状編集:断面形状により形状編集ができない問題を修正しました。
  ９）等高線:形状により形状化できない問題を修正しました。
１０）等高線:荒加工で仕上げ代の量を大きくすると補正が逆になる問題を
      修正しました。
１１）かまぼこ:荒加工で加工終了Z位置に切り込む場合がある問題を修正しました。
１２）形状編集:レイヤー0を非表示にすると形状編集できない問題を修正しました。
１３）等高線:加工開始高さで一旦停止しない問題を修正しました。
１４）等高線:形状により内周加工の場合でも外側に加工軌跡が作成される問題を
      修正しました。
１５）ルールド:開いた形状でピン角丸め処理をするにすると軌跡が1周回ってしまう
      問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.05A]:2009.04.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.05]:2009.04.02
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）ポスト編集:繰り広げ加工終了時の回避面高さの出力位置が変わってしまう
      問題を修正しました。
  ２）ポスト編集:繰り広げ加工で復帰レベルがG98の場合、2つ目以降の穴の加工高さ
      への移動がG01になる問題を修正しました。



==============================================================================
[Rel1.05]:2009.03.30
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.05]:2009.03.23
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）表示:円の加工軌跡表示の表示精度を変更しました。
  ２) 2D/2.5Dコマンド実行中に穴加工コマンドを操作できないよう修正しました。
  ３）補助線:2D/2.5D/穴加工に補助線の機能を追加しました。
  ４）加工指示:チェーン選択の処理速度を従来より向上しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）ファイル:CADファイルをドロップした場合に更新確認をするよう変更しました。
  ２）NCデータ作成:プログラム番号コメントの設定を追加しました。
  ３）加工工程ウィンドウ:加工工程コメントの設定を追加しました。
  ４）輪郭加工時に横移動Ｇ00が設定されている場合に警告表示を出力するよう
      変更しました。
  ５）ポスト編集:ポストコマンド展開後に出力文字列がない場合は改行を出力しないよ
う
      変更しました。
  ６）ポケット加工:ジグザグ下降の方向を次ブロックの進行方向と同じになるように
      修正しました。
  ７）円の中心抽出:開始位置への移動が出力される問題を修正しました。
  ８) マガジン編集:円の中心抽出が工具番号等の連番対象になっている問題を
      修正しました。
  ９）ポケット加工:ヘリカル下降の「 初の直径の工具径比率」の出力が正しくない
      問題を修正しました。
１０）ポスト編集:加工工程終了後に加工開始座標に移動する問題を修正しました。
１１）ポケット加工:外周または島の形状で円弧を指示すると真円として認識する問題を
      修正しました。
１２）NCデータ作成:NCデータ原点指示中に他のコマンドが実行できる問題を修正しまし
た。
１３）ポケット加工:島形状オフセットで削り残し加工(2回)をすると強制終了する
      問題を修正しました。
１４）ポケット加工:ポケット加工条件の走査線Y軸＋方向の案内図を修正しました。
１５）ポケット加工:ヘリカル下降の加工軌跡が正しくない問題を修正しました。
１６）ポケット加工:ヘリカル下降で干渉エラーが出ない場合がある問題を修正しまし
た。
１７）ポスト編集:ポストによってはZ値が相対値で出力されない問題を修正しました。
１８）NCデータ作成:ポケット加工下穴リスト出力の座標値が小数点桁数6桁固定で出力
      していたのを出力数値形式の桁数に合わせて出力するよう変更しました。
１９）ポケット加工:削り残し加工の削り残し領域判定で仕上げ代の計算が正しくない
      問題を修正しました。
２０）ポケット加工:加工領域、島選択時に端点接続許容距離の設定を有効にするよう
      修正しました。
２１）ポケット加工:削り残し加工のヘリカル設定が反映されない問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）穴加工手順管理:自動割付を「する」の設定の場合に穴加工手順管理に指定穴径の
      データがない場合、穴加工手順管理の穴径に0のデータを指定すると該当する
      穴径がない場合に設定するデータを指定できる機能を追加しました。
  ２）回避領域設定:回避領域設定コマンド実行中に再度コマンドを選択すると
      強制終了する問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）回転体:荒加工指示で加工工程を複写しサブプロ出力をした場合、2回荒取りを
      する問題を修正しました。
  ２）等高線: 下加工点でかけ上がり加工を指示すると終了位置が指定Zまで作成
      されない問題を修正しました。
  ３）等高線加工:等高線加工条件の案内図を修正しました。
  ４）かまぼこ加工:かまぼこ加工条件の案内図を修正しました。
  ５）加工工程編集:等高線荒加工で工程編集をを行うとXY切り込み方向の設定が



      変わってしまう問題を修正しました。
  ６) 等高線:平面図が真円の場合に加工方向を指示すると常に反時計回りになって
      しまう問題を修正しました。
  ７) 形状編集:R/C付加でRの 小入力値を0.01から0.001に変更しました。
  ８) 等高線:加工軌跡作成中に途中でエラーが発生した場合は、作成した途中形状
      までを表示するよう変更しました。
  ９) ポスト編集:加工工程終了後に加工開始座標に移動する問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.04A]:2009.03.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.04]:2009.03.04
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）NCデータ作成:NCプログラムの出力にファイル追加モードを追加しました。
  ２）NCデータ作成:ポスト変換をしないでNCプログラムを出力する機能を追加しまし
た。
  ３）円の中心抽出:展開文字列設定ダイアログで改行すると空白行が出力される
      問題を修正しました。
  ４）ワーク座標系:ワーク座標系展開文字列ダイアログ内で改行すると空白行が
      出力される問題を修正しました。
  ５）円の中心抽出:出力途中に座標値以外が出力される問題を修正しました。
  ６）円の中心抽出:NCプログラム出力でモーダル処理が有効になる問題を修正しまし
た。
  ７）円の中心抽出:円の中心抽出の図形選択条件が反映されない問題を修正しました。
  ８）ポケット加工:走査線X軸－方向で 往復の案内図が違う問題を修正しました。
  ９）輪郭加工:上移動の設定にした場合に「G00横移動」のアラームがになる問題を
      修正しました。
１０）ポスト:ポストによってはZ値が相対値で出力されない問題を修正しました。
１１）輪郭加工:インコーナーF値が小数点６桁まで出力される問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）図形選択条件:設定が反映されない問題を修正しました。
  ２）加工深さ設定:「加工深さ」設定が「穴の深さ」の場合に「深さ指定方法」の
      入力欄を無効化し入力できないように変更しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）加工軌跡編集:投影逃げ設定でかまぼこ加工の往復加工、荒加工の場合に干渉する
      場合がある問題を修正しました。
  ２）等高線加工:水平面のある等高線形状で異常なパスが作成される問題を修正し
      ました。
  ３）加工軌跡編集:凸形状に干渉する場合がある問題を修正しました。
  ４）加工軌跡編集:かまぼこ加工の往復加工に回転変換をした場合に接続線が消える
      場合がある問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.04]:2009.02.27
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.04]:2009.02.24
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）NCデータ作成条件:G90/91の設定をポストから移動しました。
  ２）寸法:寸法線の色設定を追加しました。
  ３）輪郭加工:マウス指示で下穴指示をする場合操作案内表示が出ない問題を
      修正しました。
  ４）ポケット加工:領域の外周の直線が分割されている場合、領域の平行パターンで
      出力すると、 後の1本のパスが出ない問題を修正しました。
  ５）輪郭加工:一度選択した要素を何度でも選択できる問題を修正しました。
  ６）輪郭加工:分岐が１つ以上有る場合は「次の軌跡選択」のボタンが押せるが、
      分岐が１つの時に「次の軌跡選択」のボタンが押せない問題を修正しました。
  ７）円の中心抽出:穴を選択後穴の線が消えてしまう問題を修正しました。
  ８）輪郭加工:Es1のF値が出力されない問題を修正しました。
  ９）円の中心抽出:空白行が出力される問題を修正しました。
１０）ポスト編集:移動コードを単独入力すると機械側でエラーになる問題を



      修正しました。
１１）ポスト編集:[Z_APPROACH]が相対値で出力されない問題を修正しました。
１２）ポスト編集:[Z_CUTPOINT]を記述しなくても強制出力される問題を修正しました。
１３）ポスト編集:長いパスだとファイル名を確認できない問題を修正しました。
１４）ポケット加工:2本目工具の 後の外周加工の始点と終点が一致しない問題を修正
      しました。
１５）ポケット加工:2本目工具の 後の外周加工の加工方向が逆になっている問題を
      修正しました。
１６）輪郭加工:円弧アプローチをサブプロで出力するとZ0が出力される問題を
      修正しました。
１７）ポケット加工:ジグザグ加工の進行方向がおかしい問題を修正しました。
１８）ポケット加工:領域がいくつかに分かれる場合、 初のエリアしかヘリカル加工
      しない問題を修正しました。
１９）ポケット加工:ヘリカル加工の場合の干渉チェックの問題を修正しました。
２０）シミュレーション中に余分な円が表示される問題を修正しました。
２１）ポケット加工:干渉する位置でも下穴が設定できてしまう問題を修正しました。
２２）ポケット加工:下穴指示をするとヘリカル、ジグザグが出力されない問題を
      修正しました。
２３）加工工程複写:回転複写の時の複写位置がおかしい問題を修正しました。
２４）ポケット加工:工具選択で選択できる工具と設定可能なパラメータが違う問題を
      修正しました。
２５）ポケット加工:ポケット加工条件で移動ピッチ比率が50%以上の時、［戻る］を
      押しても「削り残し発生の可能性・・」というアラームが出る問題を修正しまし
た。
２６）ポケット加工:渦巻き加工で、切り出された１つの領域内で接続線の移動がZ上昇
      のパターンなる問題を修正しました。
２７）ポケット加工:渦巻き加工の場合、切削条件の「ヘリカル」で、 後の外周加工を
     「しない」にすると、分割されたセグメントの2個目以降にヘリカルが出ない
      問題を修正しました。
２８）ポケット加工:走査X軸＋の設定で、開始ブロックが分断される場合、開始ブロック
　　　が出力されない問題を修正しました。
２９）ポケット加工:走査線の片方向で未切削部分に下りる問題を修正しました。
３０）ポケット加工:2本目工具のヘリカルがポケット領域部分に干渉する問題を修正
      しました。
３１）加工工程複写:強制終了する問題を修正しました。
３２）輪郭加工:下穴指示をするとき、上移動の設定でも横移動してしまう問題を修正
　　　しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）穴の抽出:穴情報ウィンドウから穴を削除した後、穴の抽出コマンドを指示すると
      全穴を選択した状態になる問題を修正しました。
  ２）穴位置の表入力/穴配置パターン入力:折り畳んである穴加工情報ウィンドウと
      加工工程ウィンドウと別に新しくウィンドウが表示される問題を修正しました。
  ３）穴加工設定:設定項目で、有効状態／無効状態　が正しくない箇所がある問題を
      修正しました。
  ４）穴情報ウィンドウ:貫通穴グループを分離するとグループ名が変化する問題を
      修正しました。
  ５）回避領域設定:メインウィンドウの表示モードが変化する問題を修正しました。
  ６）ポスト編集:固定サイクルの繰り返し回数のアドレスを変更すると出力されない
      問題を修正しました。
  ７）工具別条件設定:加工深さをアブソにしてもマイナスが入力できない問題を
      修正しました。
  ８）ポスト編集:同じ径、工具番号が違う場合に工具交換コードが出力されない
      問題を修正しました。
  ９）回避領域設定:マウスホールによる移動の動作の問題を修正しました。
１０）ポスト編集:[Z_RETURNCODE]プレビュー内容が設定値を反映していない問題を
      修正しました。
１１）ポスト編集:[工具ごとのコメント]が工具ごとに出力されない問題を修正
　　　しました。



＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）ポスト編集:サブプロ出力すると、複写した形状を別工程に登録していても
      元形状しかサブプロ化しない問題を修正しました。
  ２）等高線:断面と断面の交点より深い位置を終了Ｚとすると軌跡を作ってくれない
      問題を修正しました。
  ３）荒加工指示:自動設定された[加工開始Z高さ]と[加工終了Z高さ]の背景色が
      黄色にならない問題を修正しました。
  ４）等高線加工:コーナーに徐変Ｒが付いている場合　始点終点のＲが上下逆につい
      てパスが出力される問題を修正しました。
  ５）ルールド加工:YZ指示で仕上げ加工のピン角丸め処理を[ON]にすると強制終了
      する問題を修正しました。
  ６）加工工程複写:荒加工指示、仕上げ指示を「マウス指示複写」-「範囲指示」で
      複写実行すると強制終了する問題を修正しました。
  ７）加工工程複写:加工軌跡編集した工程を2つ以上同時にマウス指示複写すると
      強制終了する問題を修正しました。
  ８）ルールド加工:荒加工指示を外側から指示しても，内側からデータが出る問題を
      修正しました。
  ９）加工軌跡編集:加工方向を逆方向とした工程に対して回転面見切りするとアプロ
      ーチ方向が正しくない問題を修正しました。
１０）荒加工指示:下穴指示したときに正しくないパスの問題を修正しました。
１１）等高線加工:断面図の指示方向によって形状定義できない問題を修正しました。
１２）等高線加工:断面図変更の指示が形状によりエラーになる問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.03A]:2009.02.19
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.03A]:2009.02.18
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）円筒広げ加工:条件により逃げが食い込む問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.03]:2009.02.06
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.03]:2009.02.03
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）ポスト:サンプルポストでコメントを出力するように変更しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）NCデータ作成条件:NCデータ原点位置を変更してもヘリカルの出力位置が変更
      されない問題を修正しました。
  ２）NCデータ作成条件:NCデータ保存先にフォルダがないと保存できない問題を修正
　　　しました。
  ３）工程複写:サブプロ形式で出力すると複写した工程のサブプロが複数出力される
      問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）図形選択条件:一点鎖線と二点鎖線が逆に認識される問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
  １）コーナーR/C:コーナーR/Cを搭載しました。
  ２）加工軌跡編集:断面投影に直交投影を搭載しました。
  ３）レイヤー:形状化を行うとアクティブレイヤーが0になる問題を修正しました。
  ４）ステップ荒取り:回避面高さからのZ下降移動時にG00で移動する問題を
      修正しました。
  ５）等高線:仕上げ加工で下穴位置を設定すると逃げアプローチの終点でZが上昇する
      問題を修正しました。
  ６）NCデータ作成条件:NCデータ原点位置を変更してもヘリカルの出力位置が変更
      されない問題を修正しました。
  ７）工程複写:複写した工程に加工軌跡編集を行いサブプロ形式で出力すると複写した
      工程の位置が変わる問題を修正しました。
  ８）等高線:断面が4分円で加工終了Zが 下工具点の場合、工具半径分Zが下がる問題
　　　を修正しました。
  ９）等高線:断面が4分円で仕上げ代を有効にした場合、加工終了位置が異なる問題を



　　　修正しました。
１０）ルールド:形状が真円の場合にオフセット方向が固定になる問題を問題を修正しま
　　　した。
１１）ルールド:開始位置と終了位置の動作にリミットONの動作を追加しました。
１２）加工軌跡編集:投影逃げ設定のジグザグ下降が動作しない問題を修正しました。
１３）回転体:オフセット軌跡が交差する場合、加工軌跡を作成する問題を修正しまし
た。
１４）ルールド:ピン角丸め処理ONの場合にハングアップする問題を修正しました。
==============================================================================
[Rel1.02]:2009.01.23
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.02]:2009.01.22
＜ナスカ・プロミル共通＞
  １）パラメータファイルや、各データの参照先をインストールフォルダ内に切り替え
　　　られるよう変更しました。
  ２）バージョン情報にインストールリリース番号を表示するように変更しました。
  ３）バージョン情報からハードロック確認ができるように変更しました。
  ４）工具データ変換:面取り工具の情報がナスカビューに引き渡されない問題を修正
　　　しました。
  ５）工具データ変換:ナスカビューに工具情報が引き渡されない場合がある問題を
      修正しました。
  ６）ポスト:サンプルポストの内容を変更しました。
  ７）システムパラメータ設定:システムパラメータ設定で編集ソフトを正しく設定
      できない問題を修正しました。
  ８）システムパラメータ設定で、端点接続許容距離を設定できるよう変更しました。
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）案内表示:案内表示を見直しました。
  ２）ポケット加工:削り残し加工で隅加工を選択した場合に削り残しが発生する
      警告表示をするように修正しました。
  ３）ポケット加工:削り残し加工で直前の工具と同じXY仕上げ代を設定できない
      問題を修正しました。
  ４）輪郭加工条件:輪郭加工条件(4/4)の加工方向説明図を修正しました。
  ５）円の中心抽出:図形選択条件でソートできてしまう問題を修正しました。
  ６）ポスト編集:領域切削で削除された微小ブロックのＧコードが削除され出力
      されない問題を修正しました。
  ７）ポスト編集:輪郭加工でEs1のF値が出力されない問題を修正しました。
  ８）ポスト編集:円の中心抽出で空白行が出力される問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ穴加工＞
  １）ポスト編集:シーケンス番号設定で「工具毎に出力する」で工具毎に出力されない
　　　問題を修正しました。
＜ナスカ・プロ２．５Ｄ＞
 第一出荷バージョン
==============================================================================
[Rel1.01]:2009.01.16
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.01]:2009.01.13
＜ナスカ・プロ２Ｄ＞
  １）G91モードでサブプログラムが出力できない問題を修正しました。
  ２）マニュアル加工で加工工程の第1形状が四角の内/外の場合にG00で移動してしまう
      問題を修正しました。
  ３）ポケット加工の削り残し加工で接続線の移動をG01で移動する問題を修正しまし
た。
  ４）ポストでプログラム開始部にG00があると出力されない問題を修正しました。
  ５）ポストで標準値の内容を変更しました。
==============================================================================
[Rel1.00]:2008.12.22
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
[Ver1.00]:2008.12.17



 第一出荷バージョン
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


