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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位機器を仮想マシンとして遠隔サーバに設けて仮想上位機器を形成し、前記仮想上位
機器と、ローカルに位置する下位機器との配置を利用して、上・下位機器の構成を形成し
、かつ両者のインタラクションにより工作機械の加工制御を実現する、仮想上位機器に基
づく数値制御システムであって、
　前記数値制御システムが、遠隔サーバに設けた仮想上位機器と、ローカルに位置する数
値制御システム下位機器と、ヒューマンマシンインタラクションのためのヒューマンマシ
ンインタフェース装置とを備え、前記仮想上位機器とヒューマンマシンインタフェース装
置との間、および仮想上位機器とローカル下位機器との間が、ネットワークで接続され、
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、ヒューマンマシンインタラクション入力
／出力インタフェースを提供し、数値制御加工指令が前記ヒューマンマシンインタフェー
ス装置により入力され、
　前記仮想上位機器には、第三者ソフトウェアを集積することができると共にヒューマン
マシンインタラクションを実現するヒューマンマシンインタフェースモジュールと、数値
制御加工のノンリアルタイム／半リアルタイムなタスクを実行するノンリアルタイム／半
リアルタイムタスク実行ユニットと、工作機械の加工を制御する下位機器制御ユニットと
が集積され、前記仮想上位機器は、前記ヒューマンマシンインタフェースモジュールを介
して前記ヒューマンマシンインタフェース装置で入力された数値制御加工指令を受け取り
、かつノンリアルタイム／半リアルタイムタスク実行ユニットにより処理を行って工作機
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械の制御指令を形成し、さらに下位機器制御ユニットにより、ネットワークを介して制御
データをローカル下位機器に伝送し、
　前記数値制御加工のノンリアルタイム／半リアルタイムなタスクは速度プランニングを
含み、
　前記ローカル下位機器は、仮想上位機器から提供された制御データを受け取って、工作
機械を制御して、リアルタイムな動作制御および論理制御を実行し、
　ここで、一台の遠隔サーバにおける仮想上位機器は複数であり、前記各仮想上位機器は
前記遠隔サーバにおいて相互に独立し、前記複数の仮想上位機器は複数のローカル下位機
器にそれぞれ対応し、前記数値制御システムには、複数のヒューマンマシンインタフェー
ス装置を設け、複数のヒューマンマシンインタフェース装置はそれぞれネットワークを介
して前記仮想上位機器と接続されて、ヒューマンマシンインタフェースを提供し、同一の
仮想上位機器に対応する複数のヒューマンマシンインタフェース装置で表示されるインタ
フェースは同期され、
　前記仮想上位機器は、所在する遠隔サーバによりバックアップを行い、前記仮想上位機
器は、前記遠隔サーバ上にシステムバックアップユニットを設けており、前記仮想上位機
器に逆転できない故障が発生したときには、バックアップユニットからスピーディに回復
し、
　前記仮想上位機器は、前記ローカル下位機器のフィードバック信号を受け取ることを特
徴とする仮想上位機器に基づく数値制御システム。
【請求項２】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置で表示されるインタフェースは、仮想インタ
フェースであり、当該仮想インタフェースは前記ヒューマンマシンインタフェース装置に
より仮想上位機器から対応する情報を受け取った後に描画生成され、実質的には仮想上位
機器インタフェースのコピーである請求項１に記載の仮想上位機器に基づく数値制御シス
テム。
【請求項３】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置での仮想インタフェースの描画生成が、矩形
領域リフレッシュの方式を用いて実現される請求項１または請求項２に記載の仮想上位機
器に基づく数値制御システム。
【請求項４】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、複数の異なる仮想上位機器に対応するヒ
ューマンマシンインタフェースを同時に稼働させる請求項１～請求項３のいずれか１項に
記載の仮想上位機器に基づく数値制御システム。
【請求項５】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、ローカルまたは非ローカルでネットワー
クが到達可能な位置に配置される請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の仮想上位機
器に基づく数値制御システム。
【請求項６】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置が、携帯式端末である請求項１～請求項５の
いずれか１項に記載の仮想上位機器に基づく数値制御システム。
【請求項７】
　前記仮想上位機器に集積されたヒューマンマシンインタフェースモジュールが、クロス
プラットフォーム特性を備え、これにより仮想上位機器のシステムが、Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）またはＡｎｄｒｏｉｄ（登録商標）等である請求項
１～請求項５のいずれか１項に記載の仮想上位機器に基づく数値制御システム。
【請求項８】
　前記ヒューマンマシンインタフェース装置の表示インタフェースは、前記仮想上位機器
のデスクトップ分解能に基づいて調整され、異なるサイズの表示装置に適応して最適な表
示効果が達成される請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の仮想上位機器に基
づく数値制御システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、数値制御システムの技術分野に属し、具体的には仮想上位機器に基づく数値
制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　数値制御工作機械は、フレキシブルで、高性能、かつ高精度の自動化工作機械であり、
複雑、精密、小ロット、多品種の部品の加工における問題を良好に解決でき、一般に数値
制御システム、工作機械本体および他の補助装置などで構成されている。数値制御システ
ムは数値制御工作機械全体の核心であり、位置（軌跡）、速度、トルク制御が一体化され
、コード指令に基づいて数値制御機能の一部または全部を実行し、一台または複数台の機
械装置の動作制御を実現する。図１に示したように、一般的な数値制御システムは、入力
／出力装置、数値制御装置、プログラマブルコントローラ（ＰＬＣ）、サーボシステム、
検出フィードバック装置等で構成され、このうち数値制御装置は数値制御システムの中枢
である。
【０００３】
　数値制御装置には、表示モジュール、入力／出力モジュール、デコーダ、モーションプ
ランナー、軸モーションコントローラ、メモリ等を含むことができる。このうち表示モジ
ュールは、ヒューマンマシンインタフェースの重要な媒体であり、ユーザに直観的な操作
環境を提供する。入力／出力モジュールは、数値制御装置が外部とデータや情報の交換を
行うインタフェースであり、数値制御加工プログラム、制御パラメータ、補償量等のデー
タの入力およびサーボ駆動、軌跡制御等の情報の出力が含まれる。デコーダは主に、数値
制御加工プログラムのプログラムセグメントの復号処理に用いられる。モーションプラン
ナーは主に、速度処理および補間演算を完成させる。軸モーションコントローラは、数値
制御装置とサーボ駆動システムのインタフェースモジュールであり、主に位置制御を担う
。メモリは部品の加工プログラム、システムの配置パラメータおよびシステムの固有デー
タ等の情報の保存を担う。
【０００４】
　現在、国内外で主流のハイグレードな数値制御システムのソフト・ハードウェア体系は
、上・下位機器の構造であるものが多く、上位機器がシステムのノンリアルタイムなタス
クを担い、下位機器がシステムのリアルタイムな動作制御と論理制御のタスクを担ってい
る。上・下位機器の構造は、数値制御分野での利用がすでに十分に成熟しており、その通
信と制御は比較的容易に実現され、上・下位機器の構造に基づく数値制御システムは分散
型の特徴を備えて、ユーザによる二次開発と自主的なアップグレードをある程度サポート
している。従来の数値制御システムの構成では、上位機器と下位機器は一般に工作機械の
周辺に設置され、かつそれぞれに産業用コンピュータが配置され、２つの産業用コンピュ
ータはバスまたはネットワークにより接続されて通信を実現している（図２参照）。
【０００５】
　数値制御加工分野の現状によれば、数値制御システムの機能と性能に対するユーザの要
求は徐々に厳しさを増しており、従来の単体構造であるか、あるいは上・下位機器の構造
であるかを問わず、いずれも生産コストを維持または削減する一方で、いかにして数値制
御システムの性能とサービス能力を向上させるかという同じ課題を抱えている。近年、数
値制御システムにおいて益々複雑化する計算プロセスや知能化機能の集積要求のために、
数値制御装置のカーネルと内部メモリに対する要件が一層厳しくなり、生産コストを上昇
させる圧力になっている。従来の上・下位機器体系の構造も、数値制御システムの開発や
グレードアップの難度を一定程度増加させ、数値制御技術の発展を停滞させている。もう
一つの関連する問題は、数値制御システムの複雑な機能を、作業場の騒がしい混乱した環
境下で工作機械の操作者が効果的に操作することは困難であり、リソースの浪費につなが
り、企業の生産効率に影響している。
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【０００６】
　現在、こうした従来の上・下位機器体系の構造では、数値制御システムの知能化技術が
、益々複雑化する製造プロセスに適応することは難しく、数値制御システムが知能化、デ
ジタル化へと発展する際の主要なボトルネックとなり、数値制御システムの性能改善に大
きな困難が生じている。
【０００７】
　出願人は、先願の中国特許出願公開第１０４２９８１７５号明細書において、ローカル
に設けた数値制御装置と、遠隔に設けられ、ローカルの数値制御装置とネットワークで接
続され、数値制御システムに、高速プログラミング、データ収集と処理、Ｇコードの質量
分析と最適化等のハイエンドの付加価値機能サービスを提供するとともに、従来の上・下
位機器の数値制御システムにおける一部のノンリアルタイムなタスク、例えばデコーディ
ング、加工シミュレート、入力／前処理等を担うことができるサービス側とを備えた仮想
化技術に基づく数値制御システムを開示した。サービス側と数値制御装置は、前記数値制
御装置に設置された遠隔デスクトップクライアントにより相互接続を実現し、当該クライ
アントは数値制御装置システム上で稼働し、仮想技術を用いて操作者により数値制御装置
のヒューマンインタフェース装置上でサーバを仮想操作することで、サービス側に対する
遠隔操作制御を実現し、両者の協働により知能化ソフトウェアサービスの使用と数値制御
加工制御を実現する。
【０００８】
　当該技術手段では遠隔サーバの構想を採用し、遠隔サーバを設けることにより、数値制
御システムにハイエンドのインテリジェンスな機能サービスを提供するとともに、従来の
数値制御システム上位機器の一部のノンリアルタイムな機能を、遠隔サーバに移行して処
理することができ、こうして数値制御システムのサービス能力および加工処理性能を向上
させている。しかしながら、上記手段における数値制御システムは、実質的には従来の上
・下位機器の構成であり、それにサービス側を追加して、数値制御システムに第三者サー
ビスを提供しているにすぎず、従来の構成から抜け出たものではなかった。こうした構成
は、機能上は数値制御システムに一定の拡張性能を持たせることができるが、多くの欠点
も存在する。先ず、加工に関する大部分の計算（補間、速度プランニング等）がローカル
で完成されるため、数値制御システムの加工性能と効率が大きく向上することはなかった
。次に、ヒューマンマシンインタフェースユニット（ＨＭＩ）は依然としてローカルに位
置するため、操作者は必ず現場でなければ数値制御加工操作を行うことはできず、広く求
められる遠隔加工制御が大きく制限される事態が存在していた。さらに、ヒューマンマシ
ンインタフェースモジュールがローカル数値制御装置に集積され、ＨＭＩの機能開発と性
能向上が、ローカルのソフト・ハードウェアリソースに制約され、数値制御システムの発
展を大きく阻害していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来技術の上記欠点または改良ニーズに対し、数値制御システムの上位機器
を仮想マシンの形式で遠隔サーバ内に設けて仮想上位機器を形成することにより、数値制
御システムの上・下位機器の構成に対する完全に新しい設計を実現し、既存の数値制御シ
ステムに存在するデータ処理能力、ＨＭＩ機能拡張および遠隔加工が制約される問題を解
決する、仮想上位機器に基づく数値制御システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を実現するため、本発明によれば、仮想化技術を用いて、上位機器を仮想マシ
ンの形式で遠隔サーバ内に設けて仮想上位機器を形成し、当該仮想上位機器と、ローカル
に位置する下位機器（以下「ローカル下位機器」と称する）との配置を利用することによ
り、完全に新しい上・下位機器の構成を形成し、かつ両者のインタラクションにより、工
作機械加工制御を完成させる、仮想上位機器に基づく数値制御システムを提供し、当該数
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値制御システムが主に、遠隔サーバに設けた仮想上位機器と、ローカルに位置する数値制
御システム下位機器と、ヒューマンマシンインタラクションのためのヒューマンマシンイ
ンタフェース装置とを備え、前記仮想上位機器とヒューマンマシンインタフェース装置と
の間、および仮想上位機器とローカル下位機器との間が、いずれもネットワークで接続さ
れることを特徴とする。
【００１１】
　ここで、前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、ヒューマンマシンインタラクシ
ョン入力／出力インタフェースを提供し、数値制御加工指令は当該ヒューマンマシンイン
タフェース装置によって入力される。前記仮想上位機器には、ヒューマンマシンインタラ
クションを実現するヒューマンマシンインタフェースモジュールと、数値制御加工のノン
リアルタイム／半リアルタイムなタスク（デコーディング、オフライン速度プランニング
等）を実行するノンリアルタイム／半リアルタイムなタスク実行ユニットと、工作機械の
加工を制御する下位機器制御ユニットとが集積され、当該仮想上位機器は、前記ヒューマ
ンマシンインタフェースモジュールにより前記ヒューマンマシンインタフェース装置で入
力された数値制御加工指令を受け取って、そのうちのノンリアルタイム／半リアルタイム
タスク実行ユニットにより処理を行って、工作機械制御指令を形成し、さらに下位機器制
御ユニットにより、ネットワークを介して制御データをローカル下位機器に伝送する。前
記ローカル下位機器は、仮想上位機器が提供した制御データを受け取り、さらに工作機械
を制御してリアルタイムの動作制御および論理制御を実行する。
【００１２】
　本発明は仮想化技術を用いて、ヒューマンマシンインタフェースモジュールを遠隔サー
バの仮想マシンに配置し、仮想上位機器を形成して、従来のローカル数値制御システムの
上位機器に代替し、かつネットワークを介してローカル数値制御システムの下位機器とイ
ンタラクションを行い、仮想化技術に基づく完全に新しい数値制御システムの上・下位機
器体系の構成を確立し、従来の数値制御システムのソフト・ハードウェア体系による、シ
ステムの加工性能や機能の向上に対する制約を打破し、ローカルの数値制御装置を簡素化
し、数値制御システムのサービス性能と生産コストとの間の矛盾を大きく減少させ、作業
場における数値制御システムの保守の難度と企業の生産コストを低下させる。
【００１３】
　本発明の改良として、前記ヒューマンマシンインタフェース装置に遠隔デスクトップク
ライアントを集積し、前記遠隔サーバ内に集積された遠隔デスクトップサービス側と情報
のインタラクションを行うようにしてもよい。
【００１４】
　本発明の改良として、前記ヒューマンマシンインタフェース装置で表示されるインタフ
ェースは仮想インタフェースであり、前記ヒューマンマシンインタフェース装置により、
仮想上位機器から上位機器のデスクトップ画像情報を取得した後に再描画して生成され、
実質的には仮想上位機器デスクトップのコピーである。
【００１５】
　本発明の改良として、前記一台の遠隔サーバ内の仮想上位機器は複数台であってもよく
、それぞれローカルに位置する複数の下位機器に対応させて、一台の遠隔サーバが同時に
複数のローカル下位機器にサービスを提供できるようにする。
【００１６】
　本発明の改良として、当該同一の数値制御システムには、複数のヒューマンマシンイン
タフェース装置を設けてもよく、それぞれがネットワークを介して前記仮想上位機器に接
続して、ヒューマンマシンインタフェースを提供し、かつ同一の仮想上位機器に対応する
複数のヒューマンマシンインタフェース装置はインタフェースを同期表示する。
【００１７】
　本発明の改良として、前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、ローカルに位置す
るかまたは非ローカルのネットワークが到達可能な他のいずれかの位置に位置してもよい
。
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【００１８】
　本発明の改良として、前記ヒューマンマシンインタフェース装置は、携帯式端末であっ
てもよい。
【００１９】
　本発明のヒューマンマシンインタフェース装置は、簡単なヒューマンマシンインタラク
ションタスクのみを担い、即ち、出力およびユーザ指令（マウス、キーボードなど）の入
力を表示し、制御指令の応答およびローカル下位機器の直接制御には参加せずに、ユーザ
指令を仮想上位機器にフィードバックして処理させる。操作者は、上記ヒューマンマシン
インタフェース装置で提供されるヒューマンマシンインタフェースで加工操作を行うとき
、遠隔サーバと仮想上位機器の存在を意識することがなく、操作方式は従来の数値制御シ
ステムの操作と同じであり、従来の数値制御操作との高度な互換性、および操作のローカ
ル化が実現される。
【００２０】
　本発明は、仮想上位機器とヒューマンマシンインタフェース装置との間のリアルタイム
な画像データの伝送において、好適にはデータの軽量化技術を利用し、一般的な産業帯域
で要求を満たすことができるとともに、ヒューマンマシンインタフェースの即時リフレッ
シュの速度の問題を解決するため、好適には矩形領域リフレッシュの方法を用いることで
、操作者のユーザエクスペリエンスを十分に保証する。
【００２１】
　本発明において、ヒューマンマシンインタフェースモジュールは仮想上位機器をキャリ
アとし、第三者ソフトウェアを容易に集積することができ、数値制御システムにハイエン
ドの知能化サービスを提供する。好適には、前記ヒューマンマシンインタフェースモジュ
ールは、アプリケーションソフトウェアの方式で仮想上位機器内に集積され、クロスプラ
ットフォーム特性を備え、移植性能が高い。ヒューマンマシンインタラクティブソフトウ
ェアは起動時に、ローカル下位機器とのネットワーク接続の構築を主動的に請求し、かつ
仮想上位機器のデスクトップサイズを取得して、仮想ヒューマンマシンインタフェースの
分解能を自動調整し、クライアントにおける最適な表示効果の達成を保証する。
【００２２】
　本発明では、遠隔に設けたサーバを仮想上位機器のホストとし、高性能のカーネル、弾
性的な内部メモリとハードディスク空間、および強大な計算能力等を仮想上位機器に提供
し、数値制御システム上位機器の加工性能が好適に改善される。
【００２３】
　本発明において、前記仮想上位機器に基づく数値制御システムは、仮想上位機器に対し
、遠隔サーバ上にシステムバックアップユニットを設けており、仮想上位機器に逆転でき
ない故障が発生したときには、バックアップユニットからスピーディな回復が可能であり
、こうして数値制御システム全体の信頼性が向上する。
【発明の効果】
【００２４】
　総合的に、本発明の構想による上記技術手段は、従来技術に比べ、次のような有益な効
果を有する。
【００２５】
　（１）本発明は、完全に新しい数値制御システム体系の構成を提案し、当該構成は仮想
化技術を用いて、従来の数値制御システムの上・下位機器の構造に対し再配置を行い、仮
想上位機器でローカル上位機器に代替し、かつローカル下位機器とともに完全に新しい数
値制御システムの上・下位機器構成を構築し、ローカル数値制御装置を簡素化し、企業の
生産コストおよび数値制御システムの保守難度を大きく低減する。
【００２６】
　（２）本発明の上記体系の構成により、数値制御システム上位機器は機能開発および性
能向上に際し、ローカルのソフト・ハードウェアリソースに制約されることがなく、かつ
遠隔サーバの強大なソフト・ハードウェアリソースと計算性能に依拠して、上位機器のデ
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ータ処理能力を向上させ、数値制御システムの加工性能を改善することができる。
【００２７】
　（３）本発明の前記ヒューマンマシンインタフェースモジュールは、特定の操作システ
ムに依拠することがなく、新たな環境または操作システム上での稼働ニーズがある場合、
モジュールの移植を容易に完成させることができる。
【００２８】
　（４）本発明における仮想上位機器は、所在する遠隔サーバ上にシステムバックアップ
ユニットが設けられ、上位機器に逆転できない故障が発生したときは、バックアップユニ
ットからスピーディな回復が可能であり、数値制御システムの信頼性が向上する。
【００２９】
　（５）本発明は仮想化技術に基づき、数値制御工作機械の加工ニーズに応じて、仮想上
位機器に分配、拡張または仮想ソフト・ハードウェアリソースのアップグレードを弾性的
に行い、数値制御システムの拡張性およびリソース利用率を大きく向上させることができ
る。
【００３０】
　（６）本発明は仮想化技術により、遠隔デスクトップクライアントが、ＰＣ、タブレッ
トＰＣ、携帯電話など所望のヒューマンマシンインタフェース装置上で集積を行えるよう
にし、数値制御加工プロセスがモニタ装置とモニタリングの場所に制約されずに、工作機
械加工の信頼性と生産効率を間接的に向上させることを実現する。
【００３１】
　（７）本発明における仮想上位機器は、第三者ソフトウェアを容易に集積することがで
き、既存の数値制御システムの上・下位機器の構成では、数値制御システムの知能化、多
機能化に向けた発展が制約されている現状を改善し、数値制御システムのサービス能力を
向上するとともに、操作者が実際のニーズに応じて、数値制御システムの機能拡張を自ら
行うために条件を提供している。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、従来技術における数値制御システムと工作機械の構造を示す構造図であ
る。
【図２】図２は、従来技術における数値制御システムの上・下位機器の構造図であり、上
位機器はＨＭＩであって、システムのノンリアルタイムなタスクを担い、下位機器はＮＣ
ＵおよびＰＬＣであって、システムのリアルタイムな動作制御と論理制御を担う。
【図３】図３は、本発明の実施例による仮想上位機器に基づくローカル式数値制御システ
ムの構造概略図である。
【図４】図４は、本発明の実施例による仮想上位機器に基づく遠隔式数値制御システムの
構造概略図である。
【図５】図５は、本発明の実施例による仮想上位機器に基づく数値制御システムにおける
操作者のローカル下位機器に対する制御フローを示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明の目的、技術手段および利点をさらに明確にするため、次に図面を参照して実施
例を挙げ、本発明をさらに詳しく説明する。なお、ここに記載された具体的な実施例は、
本発明を解釈するためのものであって、本発明を限定するものではない。
【００３４】
　本発明の実施例で提供される典型的なモードは図３に示したとおりであり、当該モード
下の数値制御構成には、仮想上位機器、ローカル下位機器、およびローカル数値制御表示
装置を含み、本実施例ではそれをローカル式数値制御システムと称する。ここで、仮想上
位機器は遠隔サーバ上で稼働し、数値制御システムのノンリアルタイム／半リアルタイム
なタスクを担い、これには高速プログラミング、デコーディング、Ｇコードのシミュレー
トと最適化、オフライン速度プランニング、および加工データの分析と保存等が含まれ、
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かつ制御データをローカル下位機器に提供する。ローカル下位機器は、仮想上位機器が提
供する制御データを受け取って、システムのリアルタイムな動作制御と論理制御を実行す
るタスクを担う。ローカル数値制御表示装置は、ローカルにて操作者に仮想のヒューマン
マシンインタフェースを提供し、かつユーザ指令を仮想上位機器に送信して処理させるこ
とを担う。
【００３５】
　上記モードでは、数値制御システムがローカルにおいて下位機器と簡単な表示装置のみ
を保留し、これにより数値制御システムのローカルのソフト・ハードウェアデバイスが大
幅に簡素化され、企業の生産コストと数値制御システムの保守難度が低下する。操作者は
、ローカルの数値制御表示装置上で加工操作する際、遠隔サーバおよび仮想上位機器の存
在を意識することがなく、従来の数値制御システムを操作するのと同じであり、即ち当該
モードは、遠隔操作のローカル化方式を用いて従来の加工操作方式との互換性を有する他
、数値制御システムの知能化レベルを増強するとともに、数値制御システム上位機器のデ
ータ処理能力を引き上げることで、工作機械の加工性能を改善する。
【００３６】
　本発明の実施例で提供される別の典型的なモードは図４に示したとおりであり、当該モ
ード下のヒューマンマシンインタフェース装置は、ローカル数値制御表示装置ではなく、
非ローカルでネットワークが到達可能な表示端末であり、これにはＰＣ、タブレットＰＣ
、携帯電話等が含まれ、操作者は、仮想上位機器にリモートアクセスすることにより、数
値制御加工の遠隔モニタリングを実現し、したがって本発明では、当該モード下の数値制
御システムを、遠隔式数値制御システムと称する。当該モードでは、数値制御システムが
ローカルに下位機器のみを保留することを許可し、ローカルの数値制御装置をさらに簡素
化し、また、ヒューマンマシンインタフェース装置はネットワークが到達可能な任意の位
置に設置可能であるため、操作者は騒がしい作業場の業務環境を避けて、加工操作の精度
を向上させることができる。
【００３７】
　図５は、ヒューマンマシンインタフェース装置のローカル下位機器に対する遠隔制御フ
ローであり、操作者は、遠隔ヒューマンマシンインタフェース装置により工作機械の加工
プロセスを直接制御しているが、表面的には、バックグラウンドで稼働する遠隔サーバお
よび仮想上位機器を意識することがない。
【００３８】
　上記２つの実施例における仮想上位機器は、いずれも遠隔サーバをキャリアとし、サー
バの強大なソフト・ハードウェアリソースに依拠しており、制御性能とシステム拡張性に
おいて、数値制御システムの上位機器を大きく改良し、数値制御システムのサービス能力
と加工効率を向上させ、企業の生産コストを削減する。
【００３９】
　仮想上位機器に設けられるヒューマンマシンインタフェースモジュールは、ソフトウェ
アを用いる方式で集積され、ヒューマンマシンインタフェース装置に仮想のヒューマンマ
シンインタフェースを提供することを担い、その具体的な動作プロセスは以下のとおりで
ある。
【００４０】
　（１）ヒューマンマシンインタフェース装置が仮想上位機器にログオン請求を送信する
。
【００４１】
　（２）仮想上位機器は、自己デスクトップ画像情報をヒューマンマシンインタフェース
装置に送信する。
【００４２】
　（３）ヒューマンマシンインタフェース装置は、仮想上位機器から伝送されたデスクト
ップ画像情報に基づいて、それを自己の画面上に再描画する。
【００４３】
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　（４）上記ヒューマンマシンインタフェース装置の画面上の仮想インタフェースにより
、仮想上位機器に対しヒューマンマシンインタラクションのアプリケーションプログラム
の起動を指令する。
【００４４】
　（５）仮想上位機器内のヒューマンマシンインタラクションのアプリケーションプログ
ラムが、ローカル下位機器とネットワーク接続を構築する。
【００４５】
　（６）仮想上位機器に数値制御加工インタフェースが出現し、かつ当該インタフェース
の更新情報がヒューマンマシンインタフェース装置に送信される。
【００４６】
　（７）ヒューマンマシンインタフェース装置は、上位機器インタフェースの更新情報に
基づいて、自己が出力した仮想インタフェースを即時更新し、ユーザに仮想の数値制御加
工操作インタフェースを提供する。
【００４７】
　（８）ユーザは、ヒューマンマシンインタフェース装置上の仮想ヒューマンマシンイン
タフェースによって、従来の数値制御システムの操作と同じように加工操作を行う。
【００４８】
　加工操作プロセスにおいて、仮想上位機器のデスクトップ画像に変化が生じた場合、更
新情報をヒューマンマシンインタフェース装置に送信して、仮想のヒューマンマシンイン
タフェースをリアルタイムにリフレッシュする。
【００４９】
　上記情報から分かるように、ユーザが操作するヒューマンマシンインタフェース（ＨＭ
Ｉ）は実質的には一枚の「画像」にすぎず、当該「画像」は仮想上位機器デスクトップ画
像のコピーである。ヒューマンマシンインタフェース装置はユーザ指令を受け取り、ユー
ザ指令を仮想上位機器にフィードバックすることのみを担い、仮想上位機器によりユーザ
指令が処理され、その後、制御信号を形成してローカル下位機器に送信し、かつデスクト
ップ画像の更新情報がヒューマンマシンインタフェース装置に送信される。従って、ヒュ
ーマンマシンインタフェース装置が加工制御に直接参加することはなく、仮想上位機器を
介して間接的に実現される。
【００５０】
　本実施例において、ヒューマンマシンインタフェースモジュールはＱＭＬ技術を用いて
開発されることが好ましい。ＱＭＬは描写的なスクリプト言語であり、ＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔ（登録商標）形式のプログラミング制御をサポートし、主にユーザインタフェースを
主とするアプリケーションプログラムの開発に用いられ、クロスプラットフォームを有し
、移植性が強く、開発サイクルが短く、拡張性が高く、開発されるインタフェースがスム
ーズであるといった利点を有する。本発明におけるヒューマンマシンインタフェースモジ
ュールは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）等のシステム上でスピ
ーディにインストールされ、特定の操作システムや配置環境に依存しない。ヒューマンマ
シンインタフェースアプリケーションプログラムは起動プロセスにおいて、ローカル下位
機器とのネットワーク接続の構築を主動的に請求し、接続すると、ＨＭＩインタフェース
が正常に表示され、表示されない場合は起動の失敗であり、両者がネットワーク接続され
ると、ヒューマンマシンインタフェースモジュールは仮想上位機器インタフェースの分解
能に基づいて、自己の表示サイズを自動調整し、最適な表示効果を保持して、操作者のア
プリケーションエクスペリエンスを十分に保証する。上記ヒューマンマシンインタフェー
スモジュールは、仮想上位機器をキャリアとし、第三者ソフトウェアを容易に集積するこ
とができ、このことは従来の数値制御システムの計算性能を改善するとともに、数値制御
システムの機能を柔軟に拡張することができ、数値制御システムのサービス能力を向上さ
せ、また操作者が実際のニーズに応じて数値制御システムの機能を自ら拡張するために条
件を提供し、数値制御システムが様々な応用分野と現場の加工ニーズに柔軟に適応できる
ようにする。
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【００５１】
　工作機械の加工の安全性を保証するため、各仮想上位機器が対応するのは唯一のローカ
ル下位機器であり、即ち、仮想上位機器とローカル下位機器は一対一で対応させ、仮想上
位機器が、対応する工作機械の加工ニーズに基づいて自己のリソースを個性化配置できる
ようにし、これにはカーネルの性能、内部メモリ、ハードディスク空間、所望の第三者ソ
フトウェアベース等が含まれる。遠隔サーバは仮想上位機器のホストであり、一台のサー
バに一つの仮想上位機器のみが配置される場合、一台のサーバは一台のローカル下位機器
にしかサービスを提供することができず、これはリソースの大きなロスとなるだけでなく
、企業の生産コストを増大させることにもつながる。したがって本発明では、一台のサー
バに複数の仮想上位機器を設け、各仮想上位機器はリソース上で相対的に独立を保持する
ようにし、こうして一台のサーバで、複数台のローカル下位機器に同時にサービスを提供
することができる。また、従来の上・下位機器構成下の数値制御システムでは、一セット
の数値制御システムに少なくとも一台のヒューマンマシンインタフェース装置を配置する
必要があったが、本発明では、一台のヒューマンマシンインタフェース装置が、遠隔デス
クトップクライアントを介して複数の仮想ヒューマンマシンインタフェースを同時に稼働
させることができ、こうして図４に示したように、一台のヒューマンマシンインタフェー
ス装置で、複数セットの数値制御システムにサービスを提供可能とし、企業の生産コスト
をさらに低減させるとともに、作業場の数値制御加工の統一的なモニタリングと管理にも
有利になる。
【００５２】
　従来の数値制御システムの上・下位機器構成下では、上位機器に逆転できない故障が発
生した場合、数値制御システム全体がマヒ状態に陥ったが、本発明では、仮想上位機器の
ために遠隔サーバ上に上位機器システムバックアップユニットが設けられ、上位機器に故
障が発生した場合、バックアップシステムからスピーディな回復が可能であり、数値制御
システムの信頼性が向上する。本発明において、仮想上位機器の仮想カーネル性能、内部
メモリリソース、および磁気ディスク空間は、いずれもローカル下位機器の加工ニーズに
基づいて配置され、サーバリソースが十分かつ有効に利用されることを保証する。また、
一台のサーバに構築された仮想上位機器は、全ての仮想上位機器が担う可能性がある総負
荷量に基づいて配置され、サーバが過負荷の状態で稼働することがないようにして、数値
制御システム全体の安定性を保証する。本発明において、仮想上位機器が一定時間内にヒ
ューマンマシンインタフェース装置またはローカル下位機器のフィードバック信号を受け
取らなかった場合は、自動的にスリープモードに移行し、サーバの作動リソースを減少さ
せて、スリープでない仮想上位機器の稼働性能を向上させ、ヒューマンマシンインタフェ
ース装置またはローカル下位機器のサービス請求を受け取ったときは、直ちに「覚醒」し
、正常な稼働モードに移行する。
【００５３】
　仮想上位機器とヒューマンマシンインタフェース装置との間には、リアルタイムな画像
データの伝送とリフレッシュが存在する。このため、一般的なリアルタイムの画像データ
伝送方式では、大量の作業場ネットワーク帯域を占有し、これにより制御データの伝送に
影響し、数値制御加工の精度と安定性に影響するが、本実施例では好適にはデータの軽量
化技術を用いて、リアルタイムに伝送される画像データを圧縮し、リアルタイムな画像デ
ータの作業場ネットワーク帯域に対する占有率を大幅に減少させ、一般的な作業場ネット
ワークでニーズを満たせるようにする。クライアントのリアルタイムな画像インタフェー
スを、リアルタイムにリフレッシュする速度の問題を解決することにおいて、本発明は、
好適には矩形領域リフレッシュの方法を使用し、即ち仮想上位機器は、デスクトップ全体
の画像情報ではなく、変更領域をカバーする最小矩形域の画像情報のみを、ヒューマンマ
シンインタフェース装置に送信し、ヒューマンマシンインタフェース装置は、仮想上位機
器から送信された更新情報に基づいて、変更されたインタフェース領域を対応的にリフレ
ッシュし、こうしてリアルタイムデータの伝送量を低減するとともに、仮想ヒューマンマ
シンインタフェースのリフレッシュ速度をアップさせ、操作者のアプリケーションエクス



(11) JP 6503387 B2 2019.4.17

10

20

30

40

ペリエンスを十分に保証する。
【００５４】
　本発明において、仮想化とは、アプリケーションソフトウェアを仮想のソフト・ハード
ウェアプラットフォーム上で稼働させることを意味し、仮想化技術はソフト・ハードウェ
アのコストを低減させるとともに、数値制御システムの性能、機能および知能化レベルを
顕著に向上させることができる。サーバ仮想化技術により、数値制御システムの上位機器
の仮想化を実現することは、上記問題の解決に最も有効な方法であり、即ち、仮想化技術
を用いて、ヒューマンマシンインタフェースモジュールを遠隔サーバの仮想マシン上に配
置し、仮想上位機器を形成して、従来のローカル上位機器に代替する。上位機器仮想化技
術の数値制御加工分野における利用は、数値制御技術のハイエンドの知能化に向けた発展
を大きく推進し、その応用分野における不断の進歩を間接的に促す。実際に、仮想化技術
の応用は、数値制御システムの安定性に容易に影響し、数値制御システムの故障率や試験
難度を増大させ、数値制御加工の精度に影響を及ぼすこともありる。したがって、数値制
御システムの安定性と加工精度を保証することは、仮想化を数値制御加工分野に応用する
上で最大の技術的難題である。リアルタイムな画像データの伝送と処理も、上位機器の仮
想化を実現する上での難題の一つであり、リアルタイムな画像データの伝送は、ネットワ
ーク帯域の占有率が大きいため、リアルタイムな加工制御データの伝送に影響し、数値制
御加工の効率を低下させ、操作者のアプリケーションエクスペリエンスを保証することが
難しい。数値制御システムのヒューマンマシンインタフェースの開発は敷居が高く、開発
者は、数値制御システムの構成を深く理解しなければならない。また、既存の数値制御シ
ステムのヒューマンマシンインタフェースモジュールは、特定の操作システムに依存して
いるため、新たな環境または操作システムにおける稼働が求められると、大量の労力を費
やして修正や移植を行わねばならないことがよくあり、非クロスプラットフォームのアプ
リケーションプログラムのフレーム、特定の操作システムのＡＰＩ、非クロスプラットフ
ォームの第三者ベース等の要素は、いずれもヒューマンマシンインタフェースモジュール
のクロスプラットフォーム開発を阻害し、上位機器の仮想化の開発にも大きな難題をもた
らす。本発明で提示された仮想上位機器に基づく数値制御システムは、具体的には、ＱＭ
Ｌ技術を用いて、ヒューマンマシンインタフェースモジュールが特定の操作システムに依
存する問題を解消することができ、リアルタイムな画像データの伝送では、データの軽量
化技術により、高圧縮量のデータ圧縮方法を用いて、作業場ネットワーク帯域に対する占
有率を低下させることができる。リアルタイムな画像の再描画に対し、本発明の構成では
、フレームバッファ技術と矩形領域リフレッシュ方法を用いることで、操作者のアプリケ
ーションエクスペリエンスが十分に保証される。また、数値制御加工データの伝送と、操
作者の仮想上位機器に対する請求信号とが衝突するときには、仮想上位機器が加工データ
を優先的に処理するように設定することで、数値制御加工の信頼性と効率を保証すること
ができる。本発明ではさらに、仮想マシンクラスタの負荷均衡最適化技術および上位機器
システムバックアップ手段を用いて、数値制御システムの安定性を保証している。
【００５５】
　当業者には容易に理解されることであるが、上記は本発明の好適な実施例であるにすぎ
ず、本発明を限定するものではなく、本発明の精神および原則の範囲内で施されるあらゆ
る修正、同等の置換および改良等は、いずれも本発明の保護範囲に含まれるべきである。
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