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エ業科 茂木好和・加島倫
［要約］本開発研究は、既存の端末とフリーソフトウェアを利用し、NCプログラム情報をLAN
経由で転送。実行させ、マシニングセンタ（CNC）実習に応用したものである。

1．はじめに

やがて中核のミニコンが老朽化し使用できなくなり、そ

の後はNovellNetwareと数台のPC9801（MSDOS）で

近年のコンピュータ技術の発達スピードはめざましい
ものがあり、情報機器においては、導入後数年でハード

ファイル共有をし、DNC運転はせず、紙テープを媒介

ウェアが古くなるのはもちろん、ソフトウェアの相互運

してマシニングセンタを稼働させている。

用性も失われるはか、故障部品や専用媒体、消耗品など
の供給力は数年のうち潤沢ではなくなり、システムはた

（l）当時のマシン構成

ちまち陳腐化してしまう。このライフサイクルの短さか

・自動プログラムコンピュータ
NEC MS−8

らして、情報機器は、もはや消耗品とも言える。

CPUIDP−1，HDD40MB，MEMl．4MB

本校のマシニングセンタが導入された当時の実習シス
テム（1986年頃）は、NEC製ミニコンMS−8を中核に、端

・実習端末（10台）

末PC9801を並べ、DNC制御プログラムを作動させ実

NEC PC9801VM

習を行っていた。また、マシニングセンタまでの通信

CPUV3010MHz，HDDなし，MEM384KB

ラインに1Mbps程の光ファイバーを用いていた。［図．1］

mディスプぃ く廿∵㍍−）

2．新システムの構成
フlポ・ずィユタ

（㌢1M8∫2）

（1）構成装置

図3にシステム概略図、図．4に構成機器のスペックを
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図3 システム概略図
図1台勧プログラミング＆NC教育システム構成図
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サーバー機能も併せ持ち、経年利用で不安定になってし

図4 構成機器のスペック

まった端末も、セットアップ直後の状態へいつでも戻せ

・サーバー機

DELL PowerEdge 420SC

るようになっている。

OSLinux Fedor・a Core7
CPUlntelCeleronD2．8GHzHDD80GB．MEM512MB（3）NCVCとNCVCSendNCDプラグイン

NCVC（NCViewerandConverter）は、舞鶴工業高
等専門学校で製作された、NCデータをパソコン画面で

・CNC端末

可視化する機能と、dxf形式の二次元データーをNCプ

OS Windows2000

CPUIntelCeleronlGHz，HDD20GB，MEM512MBログラムヘ変換する機能も持ったフリーソフトウェアで

ある。
また、SendNCDプラグインは、NC変換ソフトウェ

・生徒端末（10台）

アであるNCVC上で読み込まれたNCプログラムをRS−

OS WindowsXP HomeEdition

CPUIntelCeleronlGHz，HDD20GB，MEM512MB232C通信ポートから出力させる追加ソフトであり、多
くのマシニングセンタとのDNC運転を容易に実現でき

ソフトウェアDesignCAD、NCVC

るようになっている。

ところが、既設マシニングセンター（日立精機VM−40）

（2）ファイル共有サーバーと端末

は型が古いこともあり、DNCインターフェースの通信

Windowsファイル共有と互換性のある、Sambaと、
無償OSであるFedoraCore7Linuxを利用し、ファイ

において、特殊な制御コード（DCl／DC4）を使用してい

ル共有サーバーとした。本体は格安なDELL社のエン

る部分がある。
この制御コードの処理をSendNCDに付加しVM−40

トリーサーバー（OS無し）モデルを利用している。また、

と通信可能とした。（図5）

本サーバーは、実習端末群のハードディスク・リストア
図5 sendⅣCDソースプログラム改造ケ所の一部
‡♯♯♯SendⅣCD＿Thread・CpPline42 ヒ0102 ＃＃‡‡

‥：PurgeComm（hCom，PURGE＿TXABORTIpuRGE＿RXABORTI

PURG王しTXCLヨARIpuRGEvRXCLEAR）；
pparenト＞m＿1ed．SeヒC0lor（RG】∋（Oxfモ．0′ 0））；
／／DClコード待ち

wh土1e（1）（

：：Clear⊂omError（hCom′ ＆dwErrors′ ＆s亡aヒus）；

if（status．cbInQue ＞ 0）（
：：ReadFile（hCom′ ⅩChar，1，＆dwRead，ⅣULIJ）；
1f（dwRead ＆＆ ⅩChar【0】＝＝ 0Ⅹ11）

break；
）

土f（ユpparenヒリ叫＿fThread）（

：：FlushFileBuffers（hCom）J
go亡O eXi亡Send；
）

）

pparenト＞mled．SeヒC0lor（RGB（0．0′ 0））J

／／全て送信し終わるか親ストソトの
／／継続プラク〜が真のあいだ繰り返す

for（inヒi＝0；i＜pParenト＞nLStrGcode．GetSize（）＆＆pParent−＞m｝Thread；i＋＋）（
♯ifdef ＿DEBUG
dbg・Printf（1−Line＝％d Gcode＝％s

，i／PParent−＞rrJSt・rGcodeEi］）；

♯endif
SPrinヒf（szBuf，

％s＼ⅩOd＼ⅩOan，PParent−＞m＿StrGcode【i］）；

dwWr土ヒe ＝ 0；

for（j：0；j く Strlen（szBuf）；j ＋＝dwWri亡e）（
／／シリアル送信

fWrite 二：：WriteFile（hCom，SZBuf ＋ j，1，＆dwWrite′ NULL）；
if（！pParent−＞m＿fThread）（
：：FlushFileBuffers（hCom）；
goto exi亡Send；
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）

：：ClearCommError（hCom，＆dwErrors，＆Sヒatus）；
if（StatuS．Cb＝nQue ＞ 0）（
：：ReadFile（hCom，XChar，1I＆dwRead，NULL

if（dwRead＆＆xchar［0］＝＝ Ox13）（

／／DC4コードを受信したら停止

PParent−＞mled．SetC010r（RGB（Oxff，0，0））；

Wh土1e（1）（

：：Clear⊂ommError（hCom．＆dwErrors′ ＆StatuS）；
if（Sヒatus．cb＝nQue ＞ 0）（
：：ReadFile（hCom，XChar，1，＆dwRead′ mLL

lf（dwRead＆＆xcbar［0］＝＝ 0Ⅹ11）（

／／DClコードで再開

PParenト＞mled．SetC010r（RGB（0，0，0））；

break7
）

）

if（！pParent−＞m＿fThread）（
：：FlushFileBuffers（hCom）；
90亡O eX土ヒSend7
）

）

）

）

if（！pParent−＞m＿fThread）（
：：FlushFileBuffers（hCom）J
go亡O eX土亡Senむ
︸

）

／

PParent−＞m＿CヒSendProgress・SetPos（i＋1）
Sleep（0）J
〉

／／EOF

3．新システムによる実習
現在のマシニングセンタ実習の内容は、NCプログラ
ムを学習、プログラミングし、名札を彫刻することであ
る。最後の応用学習として、CADソフトを使用して、
より精細な部品の製作を行う。
（1）CADソフトによる図形の作図
実習生はCADソフトで、dxf形式の二次元データーを
作成する。

マシニングセンタ

（2）NCVCによる変換・図形確認

NCVCのdxf読込機能にてCAD図形をNCプログラム
に変換する。
基準点の指定

（3）DNC運転

CNC端末でNCVCを起動し、実習生の図形を共有フ
ォルダから読込み、無難なデーターであるか教官が確認
する。

NCVCからSendNCDを起動しマシニングセンタを作
動させる

実習室風景
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4．開発効果
従来の、フロッピーディスクにNCプログラムを入れ
紙テープで転送、切削をしていた方法と比べ、作図から
切削までの時間が短縮され、実習生はより多くの課題を
こなせるようになった。思考・設計作業へ時間を多く配
分できることにより、応用作品のクオリティ向上を期待
することができる。また、NCVCの3D描画機能（図6）
での、ワークと切削刃の仮想的な衝突チェックができる
ようになり、エンドミル（切削刃）を破損を未然に防ぐこ
とができるようになった。これは、実習作業の安全性の
向上につながり、また、運営費用の節約となる。・
切削中の様子

（加島倫）
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図6 NCVC動作画面
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