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2nd Edition
５大テクノロジー

システム比較

PROFINET,  
POWERLINK,  
EtherNet/IP,  
EtherCAT,  
SERCOS III
どのようにシステムが 
動くか

ユーザー団体
ライセンスの仕組み

価値存続性と 
パフォーマンス
知っておくべきこと！

セーフティ  
プロトコル
基本を学びましょう！



序文 産業用イーサネットの世界がややこしいと思うのは、外部の人たちだけではありません。
競合するシステムの幅広く不透明なラインナップに、専門家でも同じように戸惑っていま 
す。多くのメーカーは、総括的で把握しやすい形で規格の技術的特徴や特別な機能などを
とらえて分類した情報を提供してはいません。ユーザーは、主要なシステムを明確に比較
し、客観的な評価を行っている資料をうまく探せないと思っているでしょう。

私たちは主要なシステムの概要に関する問合せや「実際どこがちがうんですか？」という
質問にたびたび遭遇してきました。そこで、Industrial Ethernet Factsの１つの号を、まる
ごとこのトピックに充てることにしたのです。この号を作るにあたり、このマーケットの
人間としてできる限り客観的であるよう努めました。私たちの総まとめは、技術的・経済
的・戦略的基準に焦点を当てています。そのすべてが産業用イーサネット装置の投資的価
値の存続性を考慮する上で必要です。発行の過程で起きた論点は、この分野のディベロッ
パーや意思決定者と会話や討論を重ね、進展・実証されました。実務的に可能な場合は、
主張についての検証を行うようあらゆる試みをしました。

努力はしましたが、いくつかの点については正確かつ検証可能な情報を確認することがで
きませんでした。これについてはみなさまのお力をお借りしたく存じます。もし修正や訂
正のご提案がございましたら、メールやお電話にてご連絡いただければありがたく存じま
す。この総まとめを補完するサポートをいただけることを楽しみにしておりますとともに
様々な産業用イーサネット規格の評価をできうる限り徹底し、客観的なものにするために
役立つ話し合いを歓迎したく存じます。またこの第２号(拡大号)には、2011年11月の第１
号の発行後に産業用イーサネットコミュニティから提出されたフィードバックを含めてお
ります。

Luca Lachello, Software Engineering Manager COMAU Robotics – Italy
Peter Wratil, Managing Director Innotec – Germany
Anton Meindl, President EPSG – Germany
Stefan Schönegger, Business Unit Manager B&R – Austria
Bhagath Singh Karunakaran, CEO Kalycito – India
Huazhen Song, Marketing Manager POWERLINK Association – China
Stéphane Potier, Technology Marketing Manager EPSG – France

この冊子は事前に発行者の許可な
く修正を加えることはできません。  
この冊子は全体のまま渡されること
を特に推奨いたします。
現行版はwww.ethernet-powerlink.
org.よりダウンロード可能です。
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イントロダクション 4 ·  システム概要

どのようにシステムが動くか 6 ·  リアルタイム性確立へのアプローチ  
·  PROFINET 通信
·  POWERLINK 通信  
·  EtherNet/IP 通信
·  EtherCAT 通信  
·  SERCOS III 通信

ユーザー団体について 12 ·  ユーザー団体とライセンスの仕組み

投資的価値の存続性に関する基準 16 ·  互換性 / 下位互換性 
·  電磁両立性 (EMC)   ·   電気的接点
·  配線 / 実現可能なトポロジ   ·   ホットプラグ機能
·  稼動率の高さ   ·   ギガビット対応   
·  セーフティソリューションの可用性   ·   市場への浸透度

パフォーマンスについて 18 ·  理論上可能なサイクルタイム  ·  通信アーキテクチャ
·  ダイレクト・クロス・トラフィック  ·  大容量データ通信量
·  セーフティ通信用ネットワーク負荷
·  実サイクルタイム  ·  ジッタ  ·  パフォーマンス・テスト

導入について 22 ·  マスタ導入
·  ネットワーク部品のコスト
·  スレーブ導入
·  ノード接続コスト
·  オペレーションコスト

セーフティ機能 25 ·  ハードワイヤリングからネットワーク統合型へ

ブラックチャネルの原理 27 ·  セーフティ・フィールド・ネットワーク
·  バスまたはネットワーク・ライン経由のセーフティデータ
   伝送

安全システムがどのように動作するか 28 ·  CIP Safety  ·  PROFIsafe  ·  openSAFETY  ·  FSoE     
·  認証  ·  テクノロジー  ·  デバイスの導入   
·  統合  ·  パフォーマンス  ·  CRC
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Industrial Ethernet Factsの本号はPROFINET(RT,IRT)、
POWERLINK、EtherNet/IP、EtherCAT、SERCOS III、すなわ
ち、現在世界中に30以上ある産業用イーサネット・システムのう
ち５つを比較しています。1  では、なぜこの５つなのでしょうか？
この選択は技術的側面、標準化の状況、戦略的マーケット状況に
基づいています。ユーザー団体が進行中のプロトコル開発を支援
するか、プロトコルがIECスタンダードに分類されるか、システム
がハードリアルタイム要件に合っているかといった関連事項も含
んでいます。

リアルタイム性
データの衝突を解決するメカニズムはIEEE 802.3イーサネット規
格の一部ですが、これによりデータ転送の不規則な遅れが生じま
す。リアルタイム性を保持するために、産業用イーサネット・プ
ロトコルはそのような衝突を回避する特別な予防措置を取り入れ
ています。ハードリアルタイムに対しては、信号伝送時間が与え
られたタイムフレームと正確に合っている必要があります。そう
でなければ、ジッタに対するエラーが発生します。ソフトリアル
タイムに対しては、限られた時間内でのジッタは許されます。例
えばサイクルタイムが数百msec程度までの温度モニタリングなど
のアプリケーションの場合、ソフトリアルタイムで十分でしょ
う。デジタルコントロールシステムやモーションコントロールシ
ステムでは、1msec以下を要求するアプリケーションが多いよう
です。

比較するシステムの選択について 
|

1  システムのより広い概要については、www.pdv.reutlingen-university.de/
rte/を参考にしてください。Reutlingen Universityのthe Process Data 
Processing Lab長 の工学博士・教授、Jürgen Schwager氏が編纂したもので
す。
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システムの総まとめ
５大テクノロジー

市場への浸透度
産業用イーサネットシステムの比較対象を選ぶ上で、他に重要な
要素として市場への浸透度があります。様々なIMSやARCサーベ
イによると、世界中の産業用イーサネットアプリケーションのお
よそ3/4がEtherNet/IP、PROFINET、あるいはModbus TCPを使
用しています。その次に来るのがPOWERLINKとEtherCATで、こ
の２つは特にハードリアルタイム要件に適しています。ユーザー
団体であるODVAがModbus TCPをEtherNet/IPに統合したと述べ
ているため、Modbus TCP単独では検証していません。しかし、
SERCOS IIIはマーケットシェアは限られているものの、比較対象
に含まれています。このシステムは高速のモーションコントロー
ルソリューションには極めて重要な役割を果たしているからです。

1 s

動きの大きいプロセス、 
サーボドライブなど

マシンツール、
速度のはやいプロセス
ロボット

運搬システム、
簡単な制御、
大半の自動化システム

ビルディング・テクノロジー、制御と
オートメーションレベル、トラブルの
少ないプロセス、ストレージシステム等

10 s 100 s 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s

レスポンスタイム / ジッタ

リアルタイムクラス
とアプリケーション
の範囲
(IAONA 分類)
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リアルタイム性確立への多様なアプローチ
リアルタイム・イーサネット・ソリューションを確立するには、３
つの異なるアプローチがあります:
1.TCP/IPベース:　プロトコルは標準TCP/IPレイヤをベースにして
　おり、トップレイヤにリアルタイムメカニズムを組み込んでいま
　す。このソリューションは用途や到達可能なパフォーマンスに 
　制限があります。
2.標準型イーサネット:　プロトコルは標準イーサネットレイヤの
　トップに実装されています。このソリューションの利点は追加費
　用をかけずにイーサネットを進化させられる点です。
3.改良型イーサネット:　標準型イーサネットレイヤとイーサネッ
　トメカニズム、インフラを改良したものです。このソリューシ       
　ョンでは最もパフォーマンスが重視されています。

この冊子で比較している様々な産業用イーサネットシステムの決定
なちがいは、ひとつにはデータ伝送をどのように体系化するか、ま
たリアルタイムパフォーマンスをどのように実現するかというとこ
ろにあります。

EtherCATとSERCOS IIIは加重フレーム方式を使って伝送します。
ネットワーク上のノードの全てのデータが、毎サイクル通信します。
ネットワークのリングトポロジに沿って、ひとつのテレグラムが進
み、その過程で各ノードへの読み書きを行います。それと反対に、
シングルテレグラム方式はテレグラムを個別にノードに送り、ノー
ドもそれぞれのテレグラムに個別に反応します。
システムはネットワークアクセスとデータ同期について、3つの違っ
たメカニズムを使います:
–マスタがネットワーク上のタイミングをコントロールする。
　POWERLINKでは、スレーブからのデータ発信をマスタが許可　
します。EtherCATとSERCOS IIIのネットワークでは、テレグラ　
ムの伝送はマスタのクロックに従います。
–PROFINET IRTは通信のコントロールに同期スイッチを使います。
–EtherNet/IPはCIP Syncを使い、ネットワーク全体にIEEE 1558
　準拠時間を伝えます。

どのようにシステムが動くか 
|

リアルタイム・イーサネット
導入の方法イーサネット配線

イーサネット 改良型イーサネットイーサネット 

TCP/UDP/IP 

PROFINET
EtherNet/IP 

POWERLINK
PROFINET RT 

EtherCAT
SERCOS III

PROFINET IRT 

標準型イーサネット
IEEE 802.3 

TCP/IPベース  改良型イーサネット
メディアアクセス
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システムの総まとめ
５大テクノロジー

PROFINET(“Process Field Network”)は、様々なタイミング要件
に対応するために、パフォーマンスクラスの違いによって区別さ
れています。PROFINET RTはソフトリアルタイム、もしくはまっ
たくリアルタイム要件のない場合向け、PROFINET IRTはハード
リアルタイムパフォーマンス向けです。この技術はシーメンス社
PROFIBUSユーザー組織のPNOによって開発されました。 
PROFIBUS DP、PROFINET I/Oのイーサネットベースの後継とし
て、I/Oコントローラ間のすべてのデータ転送やパラメータ、診断、
ネットワークレイアウトを指定します。

どのように機能するか
異なるパフォーマンスクラスをカバーするために、PROFINETは
メーカー・消費者の無償利用を原則とし、様々なプロトコルやサ
ービスに働きかけています。イーサネットプロトコル経由で直接
送られた優先度の高いペイロードデータが、VLAN優先度に準じて
イーサネットフレームで伝送されるのに対し、診断やコンフィギ
ュレーションデータは、UDP/IPを使って送られます。これにより
システムはI/Oアプリケーションの場合、おおむね10msのサイク
ルタイムに到達できます。
モーションコントロールアプリケーションで要求される1msec以
下のクロック同期サイクルタイムはPROFINET IRTが提供してお
り、特別に管理されたハードウェア同期スイッチに基づいて時間
多重モードを取り入れています。いわゆるダイナミック・フレー
ム・パッキング (DFP)によって、将来、加重フレームの原則を使
って、ネットワーク上の特定のデバイスのセットのサイクルタイ
ムを最適化するよう設計された新しい種類のPROFINETがユーザ
ーに提供されるでしょう。

ミドルウェア

標準UDP

標準IP

標準イーサネット

標準TCP

リアルタイム周期型
PROFINET

アプリケーション
エンジニアリング、 

ビジネス統合
標準

アプリケーション
(FTP, HTTP etc.)

DCOM

リアルタイム非周期型
PROFINET

標準
PROFINET

フレームID プロセスデータ ステータス
情報

CRCデータType =
0x8892802.1q送信元

アドレス
宛先

アドレス

PROFINET 通信  
|
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POWERLINKはもともとB&Rによって開発され、2001年に発表され
ました。The Ethernet  POWERLINK Standard izat ion 
Group(EPSG)は、民主憲章を持った独立ユーザー団体であり、
2 0 0 3 年 よ り テ ク ノ ロ ジ ー の 更 な る 開 発 を 担 っ て い ま す 。
POWERLINKは特許権を持たず、完全にベンダーから独立しており、
純粋にソフトウェアベース通信システムでリアルタイムパフォーマ
ンスを行います。2008年にオープンソースバージョンが無償で使用
できるようになりました。POWERLINKはCANopenのメカニズム
全体を統合し、IEEE 802.3イーサネット規格に完全に準拠してい
ます。つまり、プロトコルがクロス・トラフィックやホットプラグ
機能を含めすべての標準イーサネット機能を提供し、どんなネット
ワークトポロジの選択にも対応しています。

どのように機能するか
POWERLINKはリアルタイムデータ伝送をするためにタイムスロッ
トとポーリングの工程をミックスして使います。コーディネーショ
ンを確実にするために、PLCまたは産業用PCがマネージング・ノー
ド（MN）にあてられます。このMNがサイクルタイムを管理し、周
期的にスレーブと通信を行うことで、全てのスレーブとの同期が可
能となります。他のデバイスはすべて、コントロール・ノード（CN）
として動作します。ひとつのクロック・サイクルの中で、MNはい
わゆる”ポーリング要求”を決まったシークエンスでCNに次々と送
ります。CNはこの要求に直ちに”ポーリング応答”で応答し、これ
は他のノードにも伝わります。

POWERLINKのサイクルは３期から構成されています。”Start 
Period”には、MNが”Start of Cycle(サイクルのスタート)”
（SoC）フレームをすべてのCNに送り、デバイスを同期させます。
ジッタはおよそ20nsecになります。2番目のピリオドである”Cyclic 
period”では、周期的な同期データの通信が行われます。マルチプ
レクシングにより、このピリオドでの帯域の使用が最適化されます。
３番目のピリオドからが非同期フェーズの開始となり、大容量のタ
イム・クリティカルでないデータパケットの伝送が可能になります。
例えばユーザーデータやTCP/IPなどは、非同期フェーズのいくつ
かのサイクルに分散されます。POWERLINKはリアルタイムとノン
リアルタイムのドメインを識別します。非同期のデータ伝送は標準
IPフレームをサポートし、ルータがデータをリアルタイムドメイン
から安全かつ透過的に分離します。POWERLINKは、I/Oや、モー
ションコントロール、ロボティクス、PLC間通信など、あらゆる種
類のオートメーション・アプリケーションに非常によく適していま
す。

MN

CN

同期フェーズ 非同期フェーズ

SoASoC

Async Data

PReq
CN1

サイクルタイム

PReq
CN2

PReq
CN3

PRes
CN1

PRes
CN2

PRes
CN3

PReq
CNn

PRes
CNn

SoC = サイクルのスタート
SoA = 非同期フェーズのスタート

PReq = ポーリング要求
PRes =  ポーリング応答 

MN = マネージング・ノード
CN = コントロール・ノード

イーサネット・コントローラハードウェア

その他デバイス
プロファイル

プロトコル
ソフトウェア

イーサネット・ドライバ

POWERLINKドライバ

UDP/IP

POWERLINKトランスポート

CANopen
アプリケーション・レイヤ – オブジェクト・ライブラリ

メッセージング(SDO と PDO)

I/O エンコーダ バルブ ドライブメディカル

CANドライバ

CANコントローラ

CANベース
CANopen

トランスポート

POWERLINK 通信 
|

多くの共通した特徴：CANopenとPOWERLINK OSI model
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システムの総まとめ
５大テクノロジー

EtherNet/IP 通信
|
2000年に初めてリリースされたEtherNet/IPはAllen-Bradley(ロッ
クウェル・オートメーション)とODVA (Open DeviceNet Vendors 
Association)によって開発された産業用オープン・スタンダードで
す。”産業用イーサネット・プロトコル”は基本的にはCIPアプリ
ケーション・プロトコル(Common Industrial Protocol)のイーサ
ネ ッ ト ・ デ ー タ 伝 送 プ ロ ト コ ル の ポ ー ト で あ り 、 す で に
ControlNetとDeviceNetに使用されています。EtherNet/IPは特に
アメリカ市場では定着しており、ロックウェルのコントロールシス
テムと共によく使われています。

どのように機能するか
EtherNet/IPは標準イーサネット上で動作し、データ伝送にTCP/IP
とUDP/IPの両方を使います。プロデューサ/コンシューマの機能が
CIPプロトコルにサポートされているため、EtherNet/IPはプロ
デューサ/コンシューマが思うように使えるよう、サイクリック
ポーリング、イベントトリガやタイムトリガマルチキャストや2地
点間接続など、様々な通信メカニズムを持っています。CIPアプリ

ケーションプロトコルは、コンフィギュレーションとデータ取得の
ための”implicit(暗示的)”I/Oメッセージと”explicit(明示的)”クエ
リ・応答テレグラムを区別します。explicitメッセージはTCPフ
レームに組み込まれているのに対し、リアルタイムアプリケーショ
ンデータはUDPを経由して送られます。後者のプロトコルはよりコ
ンパクトなフォーマットでオーバーヘッドも小さいためです。ス
イッチはスタートポロジネットワークの中心を形成しつつ、2地点
間接続でつながったデバイスからのデータの衝突を防ぎます。
EtherNet/IP、一般的には10msecくらいのサイクルタイムでソフ
トリアルタイムパフォーマンスを行います。CIPシンクとCIPモー
ションはIEEE 1588標準で特定されたディストリビューテッドク
ロック経由での正確なノード同期と同様に、サイクルタイムとジッ
タ値をサーボモータ制御に十分な速度まで下げるために使われます。

CIPアプリケーション・レイヤ
アプリケーション・ライブラリ

CIP データ・マネジメント・サービス
Explicitメッセージ  I/Oメッセージ

バルブ I/O ロボット その他CIP
モーション

CIPメッセージルーティング、接続マネジメント　　　　　

CIP

デバイス
プロファイル

アプリケーション

物理層

トランスポート

ネットワーク

データリンク

IP

イーサネット
CSMA/CD

イーサネット
物理層

カプセル化
TCP UDP

EtherNet/IP

ControlNet
CTDMA

ControlNet
物理層

ControlNet
トランスポート

CAN
CSMA/NBA

DeviceNet
物理層

DeviceNet
トランスポート

CompoNet
Time Slot

CompoNet
物理層

CompoNet
トランスポート

準備

送信

プロデューサ

ブロードキャスト通信

フィルタ

受信

コンシューマ

受入れ

フィルタ

受信

コンシューマ

受入れ

フィルタ

受信

コンシューマ

EtherNet/IPレイヤモデル
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EtherCAT(“Ethernet for Control Automation Technology”)は、
ベッコフ・オートメーションによって開発されました。このテクノロ
ジーのユーザーはすべて自動的にEtherCAT Technology Group 
(ETG)のメンバーになります。

どのように機能するか
EtherCATは加重フレーム方式をベースとしています：EtherCATマ
スタはネットワーク上のすべてのノードのデータを含むイーサネッ
トフレームを送信します。そのフレームはすべてのノードを順番に
通過します。トランキングの最後のノードまで来ると、フレームは
引き返します。ノードはフレームが一方向に通過する間に、フレー
ム内の情報を処理します。それぞれのノードは割り当てられたデー
タをオンザフライで読み出し、フレームにレスポンスデータを挿入
します。100 Mbit/sの帯域幅をサポートするために、ASICか
FPGAをベースにした特別なハードウェアがデータ通過時の高速処
理用に必要になります。実際は、EtherCATネットワークのトポロ
ジは常に論理リングを構成します。専用のハードウェアを用いるこ
とで、追加の接続も可能となります。実際、テレグラムが分岐した
線を行き来するところに双方向ジャンクションを加えるだけでよい
のです。

EtherCATフレームの構造
個々のノードに対する命令が書かれたEtherCATテレグラムは、す
べてフレームのペイロードデータエリアに含まれています。　　　 

EtherCATのそれぞれのフレームは、ひとつのヘッダと数個の
EtherCATコマンドでできています。これらはそれぞれ固有のヘッ
ダ、スレーブに対する命令データ、ワーキングカウンタから構成さ
れています。それぞれのスレーブに対して64kbytesまでコンフィ
ギュレーション可能なアドレス空間が使えます。アドレス指定はイ
ンクリメントしながら進み、それぞれのスレーブは16ビットのア
ドレスフィールドまでカウントアップします。またスレーブは、ス
タートアップフェーズにマスタによって割り当てられた分散ステー
ションのアドレス経由でアドレス指定することも可能です。

EtherCATのプロセス同期
スレーブ接続はみな、IEEE 1588に似た技術を使ってマスタによっ
て同期されたリアルタイムクロックを提供します。ハードウェア上
での要求が厳しくなるため、スレーブデバイスにはリアルタイムメ
カニズムを持っているものと持っていないものがあります。リアル
タイムクロックをベースとして、制御信号は高精度で同期されるよ
うになります。物理的には、EtherCATプロトコルはイーサネット
上だけでなく、LVDS(Low Voltage Differential Signaling 低電圧
差動信号)上でも動作します。この規格はベッコフが端末上の内部
バスとして使っています。標準イーサネットインターフェースが入
ったPCは通常EtherCATマスタを導入するために使われます。
POWERLINKやPROFINETなど他のプロトコルとは違い、
EtherCATはOSIモデルの7レイヤのうちレイヤ1から3まで重点的
に拡張します。したがって、他のシステムに相当するアプリケーシ
ョン機能を得るために、余分にプロトコルレイヤ(CoE,EoE)を重ね
る必要があります。

10

EtherCATの機能原理

EtherCAT 通信
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フレーム・ディレイ = (ヘッダ+データのトータルバイトカウント) x 10 ns

マスタ
PHY

PHY

PHY

IOS via LVDS

IOS via LVDS

250 ns 115 ns

フレーム・ディレイ = (ヘッダ+データのトータルバイトカウント) x 10 ns

マスタ
PHY

PHY

PHY

IOS via LVDS

IOS via LVDS

250 ns 115 ns



システムの総まとめ
５大テクノロジー

デジタルドライブインターフェースで自由に使えるリアルタイム通
信規格であるSERCOS IIIは、物理的接続のハードウェアアーキテ
クチャを指定するのみでなく、プロトコル構造や広範囲にわたるプ
ロファイル定義も指定します。SERCOS IIIは、事実上、1985年に
発表されたSercosインターフェース第３世代であり、IEEE 802.3
による標準イーサネットがデータ伝送プロトコルとしての役目をし
ます。この通信システムはほとんどがモーションコントロールベー
スのオートメーションシステムで使われます。登録団体のsercos 
International e.V.がテクノロジーの継続的開発をサポートし、規
格の準拠を保証しています。

どのように機能するか
スレーブについては特定のハードウェアが無条件に必要になります
が、ソフトウェアソリューションはマスタに合わせています。
sercosのユーザー団体はFPGAベースのSERCOS IIIハードウェア開
発のサポートに必須のSERCOS III IPを提供しています。SERCOS 
IIIは加重フレーム方式を採用しています。ネットワークノードは
デイジー・チェーンまたはクローズドリングで配置される必要があ
ります。データはデバイスを通過しながら処理され、いろいろな通
信タイプに対して異なるタイプのテレグラムが使われます。イーサ
ネット接続の全二重化機能により、デイジー･チェーンは実際には
シングルリングを構成し、本来のリングトポロジは実質的にはダブ
ルリングを構成し、データ伝送の冗長化を行います。すべてのノー
ド上の2つのCOMポートによってダイレクト・クロス・トラフィッ
クが可能になります。

デイジー･チェーンと同じくリングネットワークにおいても、リア
ルタイムテレグラムは往復ともすべてのノードを通過し、つまりサ
イクルごとに2回処理されることになります。したがって、デバイ
スはひとつの通信サイクルで互いに通信することができ、マスタを
通してデータを送る必要はありません。
リアルタイムチャンネルはデータ伝送が衝突しないよう予約帯域幅
を持つタイムスロットを使いますが、その他にSERCOS IIIはオプ
ションでノンリアルタイムチャンネルも提供します。通信サイクル
のはじめの方で、最初のリアルタイムテレグラムの指示で、ノード
はハードウェアレベルで同期します。マスタ同期テレグラム(MST)
はそのために最初のテレグラムに組み込まれます。100nsec以下で
同期オフセットを保持し、精度を高めるため、イーサネットハード
ウェアから来るランタイムのディレイやばらつきをハードウェアベ
ースのプロシージャで補います。さまざまなネットワークセグメン
トが異なるサイクルクロックを使用することがあっても、完全に同
期した動作ができます。

マスタ スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ スレーブスレーブ

AT MDT IP

AT: ドライブテレグラム 　MDT: マスタ・データ・テレグラム IP: IPチャネル C

…
I/O プロファイル

Motionプロファイル
一般的なデバイスプロファイル

リアルタイム・チャネル ノン・リアルタイム・チャネル

セーフティ

クロス・コミュニケーション

M/Sコミュニケーション

同期

RT チャネル
(primary/secondary)

SVC 
チャネル

イーサネット
アプリケーション

S III 
プロトコル

UDP/TCP

IP

イーサネット

SERCON 100M/S (FPGA)
+

イーサネットデュアルPHY
または netX with 

SERCOS III

RT = リアルタイム
M/S = マスタ・スレーブ
Synchr. = 同期

SVC = サービス・チャネル
S III = SERCOS III
UDP = ユーザ・データグラム・プロトコル

TCP = トランスミッション・コントロール・プロトコル
FPGA = Field Progr. Gate Array
PHY = 物理層

SERCOS III 通信  
|
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SERCOSテクノロジー用の特別なマスタ/スレーブ通信コ
ントローラはSERCONとして知られています。



ユーザー団体について
|
システムの全体評価においてはユーザーの独立性も重要な側面で
す。ブランド権や特許など未解決の問題があると、ユーザー自身
での開発が制限される可能性もあり、システムの決定をする際に
重大な要素として考慮されます。あとで不都合を生じさせる可能
性のある法的な落とし穴は、いろいろなソリューションを支援し
ている製作者とユーザー団体をよく見てみることで避けられま
す。

PROFINET – PI
PROFIBUS & PROFINET International (PI) は25の地域の
PROFIBUS & PROFINET Associationsの国際的統括団体です。こ
れにはユーザー団体のPNO（PROFIBUS Nutzerorganisatione.
V）も含まれます。PIは合同プロジェクトの管理やメンバーその他
関係者への広報などを行っています。PROFIBUSとPROFINET製
品認証の認証センターはPIと提携しています。1996年4月24日に
採択された規約でPIの任務と責任が規定されています。メンバー
シップはデバイスベンダ、ユーザー、システム・ソリューショ
ン・プロバイダ、またはPROFIBUSやPROFINETネットワークの
オペレータとして、PIの利益を支持するすべての国、団体、機関
に開かれています。
www.profibus.com

POWERLINK – EPSG 
The Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG)は
2003年にドライブやオートメーションセクタの会社の独立団体と
して設立されました。グループの目標は2001年にB&Rによって発
表されたPOWERLINKプロトコルの標準化と開発の継続です。
EPSGはCAN in Automation (CiA) や IECといった標準化機構と
協力しています。EPSGはスイス民法典によって設立された登録団
体です。
www.ethernet-powerlink.org

EtherNet/IP – ODVA
ODVAはすべてのDeviceNetとEtherNet/IPユーザーの団体です。
この団体はアメリカとアジアで主に使われ、またヨーロッパでも
使われているこれらのフィールドバスの開発の継続とさらなる流
通に注力しています。団体の活動の重要な要素として、CIPプロト
コルとそれをベースにした他のプロトコルの開発と普及がありま
す。ユーザーはテクノロジーを利用するだけでなく、Special 
Interest Groups (SIG)に参加して進行中の開発に貢献することも
奨励されています。ODVAはまた、他の標準化団体や産業コンソー
シアムにも積極的に参加しています。協会の規約はどちらかとい
うと複雑です。
www.odva.org

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

団体 PNO EPSG ODVA ETG SERCOS  
International

www. profibus.com ethernet- 
powerlink.org odva.org ethercat.org sercos.org 

EtherCAT – ETG
The EtherCAT Technology Groupは、ユーザー、OEM、マシンベ
ンダ、その他のオートメーション・サプライヤが共同で設立したフ
ォーラムです。グループの目的は、オープンテクノロジーとしての
EtherCATの利益をサポートし、広めることです。認証ラボはニュル
ンベルクにある団体の本部と提携しています。テクノロジーの使用
に関する契約書はベッコフ・オートメーションと直接結ばなくては
なりません。ドイツのニュルンベルクを本拠地とするthe EtherCAT 
Technology Groupは”nicht eingetragener Verein”、つまり、ドイ
ツ民法典でいう非登録協会（非営利団体）です。
www.ethercat.org
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EtherCAT – ETG
The EtherCAT Technology Groupは、ユーザー、OEM、マシンベ
ンダ、その他のオートメーション・サプライヤが共同で設立したフ
ォーラムです。グループの目的は、オープンテクノロジーとしての
EtherCATの利益をサポートし、広めることです。認証ラボはニュル
ンベルクにある団体の本部と提携しています。テクノロジーの使用
に関する契約書はベッコフ・オートメーションと直接結ばなくては
なりません。ドイツのニュルンベルクを本拠地とするthe EtherCAT 
Technology Groupは”nicht eingetragener Verein”、つまり、ドイ
ツ民法典でいう非登録協会（非営利団体）です。
www.ethercat.org

SERCOS III – sercos International e. V.
sercos International e. V. (SI) は、ドイツ・フランクフルトで裁判
所登録された団体です。団体のメンバーはコントロール・システム、
ドライブ、その他オートメーションコンポーネントのメーカーとユ
ーザー、マシンベンダ、調査機関、他団体などです。北米とアジア
に現地団体があります。シュトゥットガルト大学にある認証ラボは、
団体の本部と提携しています。
www.sercos.org
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EtherCAT Technology Group: 非登録協会は法人ではありませ
んが、実質的には団体と個人の間であって、法的責任は不明確
です。

多くの場合、テクノロジーに対する権利は管轄する団体にあり
ます。したがって、メンバーは共有者として利用する権利があ
ります。他の個人や会社がテクノロジーに対する権利を所有し
た場合、将来的な法的利用の見通しは不明確になります。

地位、権利、ライセンス 
さまざまなユーザー団体の法的地位は？テクノロジーの所有者
は？ライセンスの枠組みによって、特定のテクノロジーを使用す
る開発者にどんな法的効力が生じるのか？
次のページで概要をご説明します。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

権利所有者 メンバー
+

メンバー
+

メンバー
+ Beckhoff

o
メンバー
+

ブランド
オーナー

PNO
+

EPSG
+

ODVA
+ Beckhoff

o
SERCOS
+

指標 PROFINET 
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

団体の種類 協会
+

協会
+

協会
+

非登録協会
（非営利団体）

o
協会
+

法的責任 PNO
+

EPSG
+

ODVA
+

メンバー
o

SERCOS
+
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ETGのメンバーシップは無料です。他の団体はすべてメンバーシッ
プフィーが必要です。年間の負担金は、通常、会社の大きさによっ
てちがいます。POWERLINKとsercosのユーザー団体は、メンバー
でなくても、製品を開発して市場に出すことを許可しています。

SERCOS IIIとEtherCATの通信メカニズムについては、仕様は
公開されていますが、スレーブの内部構造については公表され
ていません。ユーザーはASICかFPGAを用いなくてはなりませ
ん。ベッコフのFPGA IPコードは、EtherCATのオブジェクトコ
ードとして入手できますが、ソースコードは公開されていませ
ん。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

マスタ用の
無償ソース
コード - + - o +
スレーブ用
の無償ソー
スコード - + + - o

 
PROFINET: The PROFIBUS user organization (PNO)はPROFI-
NET導入のためのソースコードと文書(PROFINET run-time soft-
ware)をメンバーに提供しています。このソフトウェアのライセン
ス契約1.5項では、PNOのメンバーに5個の特許を使用する権利を
与えています。

POWERLINK:　POWERLINKのマスタ・スレーブコードはBSDオ
ープンソースライセンスの元で自由に入手できます。ソフトウェア
スタックはSourceForge.netより入手可能です。

EtherNet/IP:　スタックは様々なサービスプロバイダより購入し
て入手が可能です。オープンソースバージョンは大学によって開発
されました。

EtherCAT:　スレーブの導入には必ずASICまたはFPGAが必要です。
FPGA用のVHDLかIPコードをベッコフから購入する必要がありま
す。ソースコードは入手不可能です。ETGはマスタ側のサンプルソ
ースコードを提供しています。特許権者がオープンソースライセン
ス型に同意していないため、ソースコードはオープンソースとみな
されません。*

SERCOS III:　ソフトウェアマスタはLGPLライセンスの元に、無
償で提供されています。ASICまたはFPGAコードをスレーブのため
に購入しなくてはなりません。

* 出典:Open Source Automation Development Lab (www.osadl.org)

指標 PROFINET 
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

マスタ・ス
レーブのス
ペック 

PNO
+

EPSG
+

ODVA
+

Beckhoff
o

SERCOS
o

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

負担金 
メンバーシッ

プフィー
o

メンバーシッ
プフィー

o
メンバーシッ

プフィー
o

メンバーシッ
プフィー不要+

メンバーシッ
プフィー

o
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投資的価値の存続性
|

すでに述べたように、システムへの長期的な投資的価値の存続性
は、システムがオープンかどうかと関係があります。加えて、長
期にわたる投資の安全性について決定するには、技術的・戦略的
な点について何度も検討することが重要です。

既存のアプリケーションプロファイルとの互換性

EMC(電磁両立性)感受性/伝送信頼性
加重フレーム式プロトコルはシングルフレームプロトコルよりも
干渉を受けやすくなっています。フレームが壊れると、加重フレ
ーム式プロトコルは必ずサイクル全体を失います。

SERCOS IIIは2つのテレグラムを使うため、この比較においては、
EtherCATより信頼性が50％高くなっています。

電気的接点
EtherCATの特別な機能のひとつとして、すべての通信を内部のI/
Oターミナルバスを経由させるというオプションがあります。しか
し、この機能と関連してよく挙げられる優れたパフォーマンスは、
干渉感受性（接点と電磁両立性）が増すことによる安全性リスク
と相殺されてしまいます。

柔軟な配線トポロジ
EtherCATとSERCOS IIIネットワークは常に論理リングを構成し
ます。このリングは物理的にマスタで閉じることができます。あ
るいは、デイジーチェーンの場合、物理行の最後のノードの内部
で閉じられます。EtherCATはトランクを特別なジャンクション経
由で分岐させますが、全体のフレームはそういった水平方向のネ
ットワークラインを行き来します。つまり、ネットワーク全体と
しては、論理リングになっています。

稼働率の高さ
POWERLINKの場合のみマスタとケーブルの冗長化がスペックに含
まれており、実際のプロジェクトに導入されています。PROFINET
とEtherNet/IPについては、特別なスイッチをベースにしたアプリ
ケーションの導入が可能です。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

下位互換性

PROFIBUS CANopen DeviceNet CANopen SERCOS II

+ + + + +

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

電磁感受性 + + + o o

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

電気的接点 + + + o +

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

ツリー型
トポロジ + + + o o

星型トポロ
ジ + + + o o

リングトポ
ロジ + + + + +
デイジーチ
ェーントポ
ロジ + + + + +

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

リング・
リダンダンシ o + o + +
マスタと
ケーブルの
リダンダンシ

o + o o -
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ホットプラグ機能  
POWERLINK、EtherNet/IP、PROFINETではホットプラグ機能が
使用可能です。SERCOSIIIとEtherCATではリングトポロジが必須
のため、多少の制限があります。物理的リングトポロジでは、
SERCOS IIIはネットワークからシングルノードを取り除くことを
可能にします。この場合、２つの隣り合ったノードがTXとRXのラ
インを閉じます。ノードはマスタのどちら側からもアクセスでき
ます。EtherCATにはいくつかのホットプラグ機能があります：
EtherCATスレーブコントローラでは、リンクが検知されなければ
オープンポートは自動的に閉じられます。しかし、EtherCATのデ
ィストリビュートクロックは再同期化を必要とし、アプリケーシ
ョンに影響する場合もあります。

論理リングをベースにしたテクノロジー（EtherCATとSERCOS III）で、
ネットワークトポロジの制限がホットプラグ機能も制限しています。ホッ
トプラグ可能なモジュールはデイジーチェーン（SERCOS III）の片側に
のみ接続可能で、ノード障害のあと、ディストリビュートクロックは再同
期化を要求します。これはアプリケーションに制限をかけることもありま
す。

ギガビット対応
EtherNet/IPとPOWERLINKは完全にソフトウェアベースのテクノロジー
なので、これらのプロトコルはギガビットハードウェアでも使うことが
できます。EtherCATはギガビットまで拡張できますが、ASICの再設計が
必要です。PROFINET IRTも特にスイッチ関係など、ハードウェアの再設
計が多少必要になります。FPGAの場合はギガビットイーサネットも利用
可能です。

sercos InternationalはIPコアは基本的にギガビット対応していると述べ
ています。

国際標準のサポート 
IEC 61158国際標準は産業用コントロールシステムで使用される
プロトコル（”タイプ”と呼ばれる）を統一しています。IEC 
61784-2はcommunication profile families（”CPF”と呼ばれる）
を統一しています。GB規格は中国国家標準であり、中国国家標準
化管理委員会によって記述・発行されています。この規格はすべ
ての産業について中国全土で有効です。GB/Zは国家技術ガイドラ
インを意味します。これは主に参考情報的な性格のものであり、
拘束力はありません。通信技術の最高位の認定規格はGB/Tです。
中国の推奨産業規格であるGB/Tでは、いくつかの要求を満たす必
要があります：完全にオープンなテクノロジーで、広く使われ、
世界標準のテクノロジーでなくてはなりません。特定の国や会社
の支配下にあってはいけません。

  
市場の製品
産業用リアルタイムイーサネットをベースにしたIRT製品は一般的
に市場で入手可能です。しかし、DFP機能の導入やそれに合わせ
た新世代のASIC（Phoenixが供給するTiger Chipなど）により現
行のIRTソリューションの将来的な互換性が疑問視されています。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

ホット
プラグ + + + o o

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

ギガビット
対応 +   - + + - o

PROFINET POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

IEC 61158 Type 10 Type 13 Type 2 Type 12 Type 19

IEC 
61784-2 CPF 3  CPF 13 CPF 2 CPF 12 CPF 16

GB中国国
家標準

GB/Z 
25105-
2010 

GB/T  
27960-
2011 

GB/Z 
26157-
2010 

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

市場の製品 +   o + + + +
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パフォーマンスについて
|

出典: IEEE 802.3において定義されたフレーム構成
(フレーム間ギャップ.96msecを上記に引用された5.1msecに追加する必要がある)

理論上到達可能なサイクルタイム
システムのパフォーマンスは激しい議論の的ですが、その議論は
主に産業用イーサネットによる理論上到達可能なサイクルタイム
にフォーカスしてきました。理論的に可能な最短サイクルタイム
は次のように計算されます：

バイト数:　  　　 7            1            6 6               2              　　38 … 1500　　　　   4

プリアンブル
フレーム開始部
送信先アドレス部
送信元アドレス部
データ長部 (if <1501*) / タイプ (if >1535*)

ペイロードデータ
チェックシーケンス (循環型冗長化チェック(CRC))

*デシマル値

ビット数 100 Mbit/sでの持続時間

最短の長さ 512 5.1 µs 

最長の長さ

バイト数

26 + 38 = 64

26 + 1500 = 1526 12208 122 s

18
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したがって、もしマスタが他のノードを通過しない、自身にアド
レ ス 指 定 さ れ た フ レ ー ム を 送 信 し た ら 、 そ の フ レ ー ム は
122msec（シングルの場合は、最長イーサネットフレーム）が経
過すればマスタで再び使えるようになります。

理論的には受け取りしだい、フレームのパーツは処理可能です。
しかし、受け取ったデータの有効性を確定するCRCバイトはフレ
ームの終わりのほうで、最後に届きます。このシナリオはPHY、
ケーブル、イーサネットポートにより影響を受けるディレイ、マ
スタの内部データ伝送の時間を織り込んでいません。さらに、信
号がマスタを出たあと、ネットワークラインを移動するのにかか
る時間5ns/m）とスレーブ内部での処理時間も計算に入れる必要
があります。

予想されるシステムの拡張や将来的に必要になりそうな条件など
も、集中型、分散型いずれのアーキテクチャを選択するにしても
注意して考慮する必要があります。さまざまなコントロールルー
プを分散型で処理する利点は、ひとつには基本のサイクルタイム
に大きな影響を与えずにノードを追加できることです。つまり、
コンセプト全体への根本的な変更をしないですみます。さらに、
コンディションモニタリングや統合型セーフティテクノロジーな
どの追加機能がコントロールコンセプトに与える影響は、低容量
データに大きく依存している集中型アーキテクチャに比べ、少な
くなります。

将来的にも利用可能なソリューションのためには、特にサーボド
ライブなどの場合、分散化されたスレーブの制御サイクルにおい
て500msec以下にする必要があります。

システムの通信アーキテクチャ

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

集中型制御
をサポート + + + + +
分散型制御
をサポート + + + - o

ダイレクト・クロス・トラフィック
ダイレクト・クロス・トラフィックの決定的なメリットは、特に
リアルタイム性の要求が非常に厳しい場合にあります。速度がは
やいドライブコントローラでは、軸は簡単に、極めて高い精度で
同期が可能です。すべての座標値をマスタを通さなくても直接割
り振ることができるからです。その結果、ネットワークの負荷が
低くなり、またそのデータ（例えば実際の軸の角位置）が現在の
サイクル内の関連するノードすべてで利用可能になります。もし
もデータが先にマスタを通過する必要がある場合、1サイクルだけ
遅れるのではなく、ネットワーク上のデータ通信量全体も増加し
ます。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

ダイレクト・
クロス
トラフィック + + + - +

POWERLINKとSERCOS IIIでは、ダイレクト・クロス・トラフィックはスレー
ブ機能のみを持つモジュールでも使える機能です。一方EtherNet/IPではスキ
ャナ機能を持ったモジュールが必要になります。
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大容量データ通信量

たくさんの処理データを伴うアプリケーションでは、ノードを通
過するのに必要な時間がサイクルタイム全体に大きな影響を及ぼ
します。そのため、データの優先順位付けをすることで、サイク
ルタイムを短くすることが可能です。優先順位付けのメカニズム
をサポートするシステムでは、優先度の高いデータをサイクルに
一度ずつ読み込み、優先度の低いデータはnサイクルに一度しかポ
ーリングしないということが可能になります。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

優先順位
付け + + + o +

POWERLINKとEtherNet/IP、PROFINETでは、様々なサイクルタイムがプ
ロトコルのスペックでしっかり作られています。SERCOS IIIは最近になっ
てこの機能が加わりました。EtherCATでは、この要求に対するソリューシ
ョンは特定のアプリケーションの一部として導入が可能です。

セーフティ通信用ネットワーク負荷
セーフティ・オーバー・イーサネットは、セーフティノード(緊急
停止スイッチ、セーフティコントローラ付ドライブなど）間の保
護データの周期的な通信をベースとしています。この安全保護プ
ロセスでは、データの二重化と安全な"コンテナ"へのカプセル
化・格納が必要となります。これにより、ネットワーク上のデー
タ利用率が上がります。加重フレーム方式を使うソリューション
ではフレームカウントが上がり、反対にシングルフレーム方式で
は送られる予定の各フレームのデータ量が増加します。加重フレ
ーム方式は理論的にはパフォーマンスが優れていますが、全体と
しては変わらなくなります。

実質的サイクルタイム
加重フレーム方式を使うソリューションでは、データはそれぞれ
コントローラを2回通過しなくてはなりません。全てのスレーブと
毎サイクル通信するため、ノード数が増えれば増えるほど、伝送
時間は長くなります。そのため、ネットワーク統合型セーフティ
のパフォーマンスを評価する場合には、各サポート団体が公表し
ているセーフティ・プロトコルのパフォーマンス以外にシステム
の規模などを考慮し計算する必要があります。他にもタスクの種
類など、制御システム上のアプリケーションの実装状態により、
影響を受けます。

ジッタ
ネットワーク上のコントロールの品質においては、ジッタを最小
限（クロック偏差）にし、信号のディレイを正確にすることが極
めて重要です。このため、ネットワーク・ノードはできる限り正
確に同期されなくてはなりません。競合するイーサネットの方式
では、この目的を果たすためにそれぞれ異なるメカニズムを採用
しています。EtherCATがESC (EtherCAT Slave Controller)内の
独自のアルゴリズムで解決されるディストリビュートクロックの
原理を使用しているのに対し、POWERLINKネットワークでは単
純な同期信号（SoC）を経由して行われます。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

ジッタ o   + + o + +

EtherCAT、POWERLINK、SERCOS IIIではシステム上で常時ほとんどジッ
タはありません(<100 ns)。EtherNet/IPネットワークでは、ジッタはすべ
てのコンポーネント上の特別なIEEE 1588拡張機能によって、かなり削減さ
れます。PROFINET IRTアプリケーションでもジッタの削減は実現していま
す。

指標 PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

パフォーマ
ンス o   + + o + +
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パフォーマンス・テスト

実際にシステムパフォーマンスを比較してみると、様々なシステ
ムにそれぞれ特有な性質があるため、難しい試みであることがわ
かります。 EtherNet/IPとPROFINET RTはソフトリアルタイム要
求のみに適しているため、初めから除外されます。PROFINET 
IRTは別のアプリケーションアーキテクチャにつながる必須スイッ
チが原因で支障を来たします。これは測定結果の直接の比較をよ
り複雑にします。下記の数値は公表された算定条件をもとに策定
されています。

テストシナリオ
1. マスタ１個とI/Oモジュール33個から成る小規模のマシン(アナ

ログ64チャンネルとデジタル136チャンネル)
2. マスタ１個と、33個ずつのモジュールがついたイーサネットス

レーブ12個を含むI/Oシステム１個（全部でデジタル2000、ア
ナログ500チャンネルがこのアプリケーションに含まれる）

3. 24軸のモーションコントロールネットワークとデジタル110、
アナログ30のI/Oを含むI/Oステーション１個

実際には、POWERLINKはEtherCATよりほとんどのアプリケーシ
ョンで速くなります。EtherCATはネットワーク伝送量がごく少な
いアプリケーションに最適化されています。よりデータ負荷が重
いシステムの場合、EtherCAT環境ではサイクルタイムの不均衡が
起きます。分散型アーキテクチャ(例えば、分散型モーションコン
トロール)が導入されている場合、EtherCATはダイレクト・クロ
ス・トラフィック（双方における）の欠如の弊害を大きく受け、
理論的に到達可能なパフォーマンスレベルが激減します。
EtherCATに直接I/Oを統合した場合も、（I/Oシステムの）サンプ
リングレートは低くなります。信号がI/Oを通過するのにかかる時
間が到達するまでのサイクルタイムに直接影響するからです。
POWERLINKとSERCOS IIIではそのような影響はありません。
EtherCATに関する計算についてはPrytzの発表(2008)1が参照とし
て使われます。EtherCAT ASICを通過する信号の遅れは、測定に
よっても確認されています。POWERLINKについては、実機を使
ったアプリケーションが実際の測定に使われ、挙げられた数字に
対して再確認する必要や疑問の余地はありません。

SERCOS IIIに対してはテストや計算は行われていません。しかし、SERCOS 
IIIはPOWERLINKと同程度のレベルのパフォーマンスを提供し、 
多くのアプリケーションでEtherCATより速いと予想できます。

モーション分散型: EtherCAT

モーション分散型: POWERLINK

I/Oシステム: EtherCAT

I/O システム: POWERLINK

モーション集中型: EtherCAT

モーション集中型: POWERLINK

小型 I/O: EtherCAT

小型 I/O: POWERLINK

良い

0 100 200 300 400 500

542.88

325.25

53.4

269.98

363.48

269.98

81.21

271.44

サイクルタイム[µs] 

1 G. Prytz, EFTA Conference 2008, A 
Performance analysis of EtherCAT and 
PROFINET IRT.  EtherCATテクノロジーグループ
のウェブサイト, www.ethercat. org.にて参照 
最終閲覧:2011/9/14
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導入コストには開発費用、 ライセンス費用、 ハードウェア費用
を含みます。 ここではコード ( プログラムまたはハードウェア導
入の場合は VHDL) が利用可能かどうかについても考慮に入れる必
要があります。
マスタ導入 

1 オープンソースでないマスタ、適用性を保証していないサンプルコードのみ

導入について
|

マスタ設計 PROFINET
RT    |    IRT

POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT SERCOS III

マスタアクセス – + – o +

オープンソースのマスタは
利用不可

openPOWERLINK 
(オープンソース版)

オープンソースのマスタは利
用不可 特許保護あり 1 普及版SERCOS IIIマスタ

API (オープンソース)

導入コスト o – + o + o

ソフトウェア
スタックが

高価

コプロセッサ
つきの特別な
ハードウェア

が必要
標準ソフトウェア上で動作 ソフトウェアスタックが高価 標準ソフトウェア上で動作 通常はコプロセッササポート

が必要

すべてのプロトコルが標準イーサネットチップ上のマスタのソ フトウェア導入を可能としている。

22



システムの総まとめ
５大テクノロジー

必要となるネットワーク部品のコスト
外部装置    =  外部スイッチまたはハブ
内部マルチポート  =  デバイス、主にデイジーチェーンとリングトポロジに直接統合できるポート

1 EtherCATでは, スタートポロジやツリートポロジには特別なネットワークコンポーネントが必要

2 Beckhoff ET1100.

ネットワーク・コンポー
ネントのコスト

PROFINET
RT    |    IRT

POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT SERCOS III

外部装置 + o + o o o

標準スイッチ
特別なスイッ
チ、IRTサポ
ートが必要

標準ハブまたはスイッチ
複雑な機能を持つマネージド
スイッチが必要(IGMPスヌ
ーピング、ポートミラーリン

グなど)

特別なネットワーク・コンポ
ーネントが必要 1

将来的に外部インフラ装置の
仕様を指定しているが、執筆

時点では未定

内部マルチポート o o + o + +

統合型
スイッチ

シーメンス
ASICが必要

標準ハブ 非常に複雑な統合型スイッチ ベッコフASICが必要 2 FPGAベースのテクノロジー
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スレーブ導入
EtherCAT、SERCOS III、PROFINET IRTについては、スレーブ
へのバスプロトコル導入にはハードウェアソリューションが必要
です(ASICまたはFPGA)。POWERLINK、EtherNet/IP、
PROFINET RTでは、マイクロコントローラベースのソフトウェア
ソリューションも可能です。ソフトウェアソリューション費用は
スタックのライセンス費用を含みます。費用を追加すれば、より
高機能なコントローラの利用も可能です。ハードウェアソリュー
ションについては、ユーザーはFPGAベースかASICベースの通信
インターフェースを選べます。原理上は、FPGAはソフトウェアソ
リューションにも使えます。

FPGA(Field-Programmable Gate Array)は、ハードウェアディベ
ロッパが自分で構成できる統合型回路です。プログラマブル・ロ
ジックコンポーネント、いわゆる論理ブロックとリコンフィギュ
ラブル・コンポーネント回路用の階層からできています。ASICが
実行できる論理関数はFPGAにも導入できます。機能は試運転前に
カスタマイズできます。FPGAソリューションにおいて１回ごとの
開発費用はASICよりも低くなります。FPGAは産業用イーサネッ

トソリューションにとって魅力的なテクノロジーのひとつです。
コストが低くパフォーマンスは高く、マルチプロトコルを使えて、
そのうえデータリンク層の機能を統合した部品（ハブ、スイッ
チ）も使えるようにしているからです。しかし、ユーザーはプロ
トコルの複雑さがコードの量や、さらに言えば論理ブロックの必
要数に影響を与えることを認識する必要があります。データリン
ク層機能もこの数量にはかなりの影響を及ぼす可能性があります。
スイッチはハブより多くのブロックを必要とし、複雑なマネージ
ド ス イ ッ チ は 過 剰 な 数 の 論 理 ブ ロ ッ ク を 必 要 と し ま す 。
POWERLINKはもっとも複雑でないリアルタイムイーサネットソ
リューションです。さらに、POWERLINKはネットワークレイア
ウト内のハブにのみ依存しているので、このプロトコルは論理ブ
ロックを少ししか必要とせず、小規模のFPGAに適しています。

EtherCATとSERCOS IIIは逆に要求が多く、より多くの論理ブロ
ックを必要とします。

異なるリアルタイムイーサネット環境でのノード接続
コスト
下記のノード当たりの接続コストはハードウェアの運用費を参考
にしています。発生の可能性があるソフトウェアスタックなどに
対するライセンスコストは考慮されていません。
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この図表における数値は異なる産業用イーサネットソリューションを導入した
経験のある様々なメーカーからのフィードバックを元にしています。オートメ
ーション業界誌上のメーカーの数字から引用したものもあります。PHY (2 × 
1.1 $)のコストはすべてのプロトコルに対して同じ方法で係数をかけています。
コネクタは除外しています。

PROFINET:　計算はERTEC200 ASICを使ったソリューションを反映していま
す。将来的には導入の際、フェニックスコンタクトによって開発されたTPS1チ
ップを装備したデバイスも使われるかもしれません。その場合、コストは
EtherCATと並ぶレベルまで落ちる可能性があります。POWERLINKの価格レベ
ルにはなりません。

POWERLINK:　計算はFPGAベースのソリューションに当てはめています。
RAMとフラッシュメモリのコストは考慮されています。

EtherNet/IP:　EtherNet/IPの数字はおおよそFPGAソリューションに当ては
めています。

EtherCAT:　計算は最も安価なイーサネットポート(ET1100)を２つ使った
EtherCAT ASICソリューションに基づいています。FPGAに対するEtherCATソ
リューションはもっと高くなります。リアルタイムクロックを使った同期ソリ
ューションの場合、もっとも違いが出ます。

SERCOS III:　SERCOS IIIの数値は典型的なFPGAソリューションに当てはめ
ています。

オペレーションコスト
オペレーションコストの大部分はメンテナンス費用とネットワー
ク運用費で構成されています。CIP Syncを使ったEtherNet/IPや
PROFINET IRTなど、高度に複雑でそのためかなりのネットワー
ク運用コストがかかるテクノロジーもあります。さらに、何らか
のマネージドスイッチを使う場合、ネットワークの専門知識が必
要になります。多くの場合はネットワークエンジニアが試運転や
メンテナンスの場で必要になります。

ソリューションで使用される同期テクノロジーがリアルタイム通
信では重要な役割を持っています。POWERLINKとSERCOS IIIで
は非常に正確でエラーで支障を来たすことがごく稀なマスタ管理
のメカニズムを通して同期を確立しています。PROFINET IRTと
CIP Syncを使ったEtherNet/IPは、IEEE 1588対応の同期メカニ
ズムに依存しています。結果として、特にハードウェアやソフト
ウェアのエラーにより同期に障害を起こしているデバイスを隔離
しなくてはならない場合、ネットワーク運用が著しく複雑になり
ます。

ホットプラグなどの機能 (動いているネットワーク上でデバイスを
交換するオプション) は、メンテナンス費用を下げるのに大いに役
立ちます。システム全体のリアルタイム機能に何も障害を与えず
に交換デバイスを更新・構成できるからです。　　　　　　　

コスト PROFINET
RT   |   IRT

POWERLINK EtherNet/
IP

EtherCAT SERCOS 
III

購入費用 o   - + o + o

オペレーシ
ョンコスト o + o + +

最
小
限
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
コ
ス
ト

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

SERCOS IIIEtherCAT

11.0 $

PROFINET
RT   |  IRT

22.2 $

POWERLINK

9.2 $ 15.2 $

EtherNet/IP

15.2 $
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セーフティ機能
|

製造環境における安全要件はこの10年ほどで非常に厳しくなって
います。EUの2006/42/EC機械指令導入により、機械・プラント
メーカーはこの問題にフォーカスするようになりました。メーカ
ーは高い生産性レベルを保ちつつ、作業者の傷害に対する保護と
機械自体の損傷に対する保護を保証する総合的なソリューション
を設計するよう求められています。

新しい標準により厳格な認証手順を踏む新しい機械が必要になり、
使用されるセーフティコンポーネントのパフォーマンス要件は引
き上げられています。多くの新しく革新的なセーフティ製品の助
けもあり、メーカーはセーフティソリューションの概念設計に対
するアプローチの変化を促進しています。機械の安全境界が侵害
されたときに反応するのは、もはや機械のすべてのパーツを直ち
に止める緊急スイッチだけではありません。安全制限速度で稼動
を続けるといったスマートな安全反応により、最高速度に戻るま
での時間を削減し、よりよい生産性をもたらしつつ、多くの場合
は要求されるレベルの保護を実現することができます。それにより、
多くの例では特に学習・調整シナリオにおいて、作業者と機械の
より直接的な交流を可能にします。

ハードワイヤリングからネットワーク統合型へ
従来の安全装置は専用のスイッチング回路と配線で接続されてお
り、多くの場合、セーフティロジックはハードウェア内部にハー
ド的に組み込まれています。多少の手間はかかりますが、理論的
にはこの方式で多くのケースをカバーすることが可能です。しか
しながら機械メーカーは、装置の付加価値向上のため、統合型セ
ーフティのメリットを認識し始めています。安全用プログラマブ
ル・コントロール・ハードウェアとI/Oモジュールをベースにして
おり、既存のフィールドバスを使って安全関連のデータを交換し
ます。
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一見、ハードワイヤリング式のほうがコストがかからないように
見えるかもしれません。ハードウェア部品の購入費用が低いため、
多くのケースではそうなるかもしれませんが、セーフティソリュ
ーション全体から見ればそうではありません。システムが単一の
緊急停止ボタンより複雑になる場合は、ネットワーク統合型セー
フティシステムを選ぶのが好ましいです。部品や必要な配線の数
を減らし、ハードワイヤリングをコンフィギュレーションやパラ
メータセッティングに変えることで、 安全論理回路設計をより柔
軟なものにします。また、エラー診断が大変簡単になります。集
中型データストレージと組み合わせれば、リカバリが速くなりま
す。ネットワーク統合型セーフティによってプラントと機械の稼
働率が最高になります:

 - セーフティセンサが直接ネットワークにつながっている
 - コンポーネントの情報を直接読み出せる
 - ネットワーク全体にわたって部品のパラメータセッティング

が自動化されているため、メンテナンスが容易
 - ランタイム中のパラメータセッティングにより、より安全な

オペレーションモードの切替が可能
 - リレーによって起きる待ち時間がなくなるため、反応時間が

減少
 - ネットワーク構成とセーフティソフトウェアにサポートされ

たモジュラーデザイン
 - 総合的診断により稼働率が向上
 - 部品の数と配線を削減
 - セーフティ機能の種類が非常に多くなる

       (安全稼動停止、安全制限速度...)

どのように機能するか
認証済ソフトウェアをベースにしたセーフティアプリケーション
は、カウンタ、タイマー、スピードモニタなどのファンクション
ブロックを使ってプログラムされています。専用のセーフティコ
ントローラ上で動作し、従来のハードワイヤリング安全回路にと
って代わります。ソフトウェアでのセーフティアプリケーション
の導入により、セーフティコンポーネントと標準I/Oモジュールの
両方の数を減らすことができます。これにより、既存のネットワ
ーク接続経由の安全なデータ伝送が個別の配線に代わるとともに、
セーフティ導入のコストと複雑さを非常に小さくすることができ
ます。既存のネットワーク接続を利用するため、機械のレイアウ
トとオプションの種類を増やしても専用のセーフティ接続を必要
としません。また、セーフティアプリケーションの設計や、既存
のプラントと機械のライフサイクル中の修正について柔軟性と自
由度を改善します。診断用信号は追加のハードウェアがなくても
伝送可能です。全体としてみれば、統合型セーフティを使うこと
でエンジニアリングをスピードアップし、市場投入までの時間を
大幅に縮めることができます。
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セーフティ・フィールド・ネットワーク
セーフティ向けフィールドバスはプラントや機械内での部品の配
置を簡単にします。多くの場合、必要になるのは電源用と通信用
の2本のケーブルのみです。センサはセーフティネットワークに直
接取り付けることができます。診断用信号の返信用に別のケーブ
ルは必要ありません。これによって、必要なハードウェア部品が
削減できます。

ブラックチャネルの原理を使って、セーフティ関連のデータや診
断用情報を既存のネットワーク接続経由で交換します。このため、
より速いレスポンスが可能になります。センサはパラメータセッ
ティングとコンフィギュレーションをネットワーク経由で受け取
ります。このためオペレーションモードの変更の際に最適なパラ
メータセッティングをセンサにダウンロードできるようになり、
またエラーの後に部品を交換した場合にデバイス自体でパラメー
タを調整する必要がなくなります。こういった機能により生産性
を最大にし、ダウンタイムを削減します。 

バスまたはネットワーク・ライン経由のセーフティ
データ伝送 
ブラックチャネルの原理によってフェイルセーフと標準データを同
じネットワークやバスライン経由で伝送可能になります。そのライ
ンで使用される通常のデータ伝送メカニズムから独立しているため、
セーフティコンポーネントは基本のネットワークチャネルから隔離
された安全プロトコルを使って、データを伝送することができます。
セーフティフィールドバスは独自の物理的特性を持たない純粋なア
プリケーションプロトコルなので、利用できる帯域幅とサイクルタ
イムは使われているデータ伝送プロトコルによります。起き得る伝
送エラーは関連する規格のIEC 61784-3とIEC 61508の中に列挙
されています。その予防措置を安全なデータ伝送プロトコルの極め
て重要な部分として導入する必要があります。伝送エラー検出の要
求品質は、どの程度のセーフティレベルに到達する必要があるかに
よります。
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|

“ブラックチャネル”

セーフティ
アプリケーション

標準
アプリケーション

セーフティ・レイヤセーフティ・レイヤ

セーフティ
アプリケーション

標準
アプリケーション

産業用イーサネット、フィールドバス、バックプレーン…

コミュニケーション・プロトコルコミュニケーション・プロトコル

セーフティ
レイヤ

ブラックチャネルのメカニズム 
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CIP Safety 
CIP SafetyプロトコルはEtherNet/IPまたはDeviceNetを経由した
セーフティデータ伝送向けに指定されています。CIP Safetyプロ  
トコルは既存のCIP(Common Industrial Protocol)サービスを土
台として使い、プロデューサ/コンシューマメカニズムを安全ノー
ド間のデータ交換に利用します。ここでいうコンシューマとは指
定された「発信元」、プロデューサとは「宛先」のことを指しま
す。プロデューサとコンシューマの間の安全時刻同期は時系列監
視によります。提供されるネットワーク上のすべてのノード間の
同期や、安全メッセージの発信の時間はタイムスタンプを使って
決定されます。この方法は処理されたデータが最新であるよう保
証します。安全データの伝送には"Safety Validator Objects"が使
われます。これはCIP Safetyネットワーク内のメッセージの整合
性を作り、保証します。これらのオブジェクトはセーフティ通信
とフィールドバスまたは使用されているネットワークの間の橋渡
しをします。データ伝送のためには、プロトコルはシングル伝送
またはマルチキャスト接続を提供しています。

それらの利用は、接続をサポートするのに使われるチャネルの容
量に依存します。
CRC (cyclic redundancy check)の計算のために、CIP Safetyプ
ロトコルは８ビットから32ビットCRCまでの５つの異なるフォー
マットを利用します。これは、データサイズが1～2バイトなのか、
または3～254バイトなのか、そしてチェックサム計算によってカ
バーされるデータの幅によって決まります。"Unique Node  
Identifier(UNID)"は安全ノードの固有識別のために使われます。
これはネットワークIDとノードアドレスの組合せであり、MACア
ドレスに等しくなっています。DIPスイッチを使うか、またはソフ
トウェアの構成によって手動で設定できます。起動段階で、発信
元はネットワーク上の構成されたUNIDをチェックします。タイム
アウトディレイ、pingの間隔やノードの最大数など、他のパラメ
ータはSafety Configuration Tool(SNCT)を使って構成されます。

安全システムがどのように動作するか
|

EtherNet/IP

Common
Industrial
Protocol
(CIP)

Network
Adaptions
of CIP

データ管理サービス
明示的メッセージ、 I/Oメッセージ

空気弁 ACドライブ 半導体 その他
プロファイル

セーフティ
 I/Oブロック

その他
セーフティプロファイル

セーフティ用の
オブジェクト・ライブラリ

セーフティ・レイヤ

オブジェクト・ライブラリ

TCP

接続管理、ルーティング

UDP

Internet Protocol (IP)

DeviceNet
Transport

ControlNet
Transport

CAN
CSMA/NBA

ControlNet
CTDMA

Ethernet
CSMA/CD

DeviceNet
物理層

ControlNet
物理層

Ethernet
物理層

DeviceNet ControlNet

CIP-
Safety
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PROFIsafe
PROFIsafeは「マスタ-スレーブ」メカニズムを安全テレグラムの
伝送に使用します。通常「F-ホスト」と呼ばれるマスタは、「F-
デバイス」と呼ばれるスレーブ全てと、循環的に安全に関係する
データを交換します。各F-デバイスは、F-ドライバーにF－ホスト
とF-スレーブの間で「セーフティPDU」（Protocol Data Unit）
と呼ばれる安全メッセージの調整をさせます。PDUのCRC計算は
伝送されるメッセージのサイズにより、サイズは12バイトまでの
「スリムPDU」と123バイトまでの「ロングPDU」で区別されま
す。CRC24はスリムPDUの計算に使われ、ロングPDUにはCRC32
が使われます。メッセージの受信者がテレグラムが正しいシーケ
ンスで届いているかを判断する方法として、PROFIsafeは安全テ
レグラムの連続番号を使用します。さらに、テレグラムの受信時
にリセットされる許容時間（F-ウォッチドッグタイム）をモニタ
ーし、常にその時点で有効なテレグラムが読まれるようにします。
いわゆるF-パラメータ（PROFIsafeパラメータ）はF-ホストとF-
デバイスの一意識別子を提供します。

アドレス（ユニークコード名）は自動的にF-デバイスに伝わります
が、宛先のアドレスはDIPスイッチを介してデバイスで直接調整さ
れます。F-デバイスは設定を「GSD（Genera l  S t a t i on 
Description）」を経由したF-パラメータと、I-パラメータ（個別
のF-デバイスパラメータ）の伝送を通して受信します。これらのパ
ラメータはiParサーバ内で管理され、そこから 標準インターフェー
スを使うPROFIsafeデバイスに伝送できます。通常、iParサーバは
「CPD-ツール」（共同プロダクトデザイン）と呼ばれるエンジニ
アリングツールに統合されます。プロダクトデザイナーにとっては、
これは完全にF－デバイスを構成するために、GSDファイルを作成
する必要があり、CPD-ツール用のインターフェースを各製品のた
めに供給する必要があるということになります。

PROFIsafe メッセージ

F-ホスト・ドライバ・インスタンス

サービス

ステート・マシン

ユーザ・プログラム
(ロジックオペレーション)

F-デバイス・ドライバ

サービス

ステート・マシン

F-デバイステクノロジー
(例:レーザースキャナ)

F-パラメータ

i-パラメータ

CRC Control Byte Output Data

Input Data Status Byte CRC
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openSAFETY 
openSAFETYは安全関連のデータをどんなフィールドバスやネッ
ワーク経由でも伝送できることをねらいとして設計されました。
イーサネットベースかどうかにかかわらず、どんなフィールドバ
スでも使用できます。
 
安全データの伝送には、プロデューサ/コンシューマモデルが使わ
れます。このモデルの長所は、openSAFETYネットワーク内のす
べてのコンシューマがプロデューサによって送られたメッセージを
受信し、そのまま処理できることです。各openSAFETYノードは独
自のUDID(openSAFETY Unique Device Identification)ナンバー
を持っています。これはMACアドレスと製造者のデバイス番号の
組合せです。起動のプロセスで、Safety Network　Management 
(SNMT)はデバイスタイプとUDIDをチェックし、自動的に代替デ
バイスを検知します。その場合、要求されるパラメータは自動的
にセーフティ・ノード(SN)に伝送されます。SNMTはオプション
としてSafety Configuration Manager (SCM)と統合が可能です。
他の通信プロトコルに例えると、SCMはネットワークを管理するサ
ービスを使うopenSAFETYマスタと見ることができます。

openSAFETY Object Dictionary (SOD)はすべてのパラメータを
管理し、パラメータはSafety Service Data Objects (SSDO)を使
うセーフティ・ノードに伝送されます。ノードの構成と起動フェ
ーズが完了すると、プロデューサとコンシューマの間の周期的デ
ータ伝送が開始されます。セーフティ・クリティカルなデータの
伝送には、Safety Process Data Objects(SPDO)が使われます。
openSAFETYフレームは２つのサブフレームから出来ています。
1-8バイトのペイデータにはCRC8を使い、9-254バイトのペイロ
ードにはCRC16を使って、最大254バイトの安全データを送るこ
とができます。

openSAFETYを使えば、非常に大きなネットワークを作ることが
できます。それぞれの openSAFETY Domain (SD)には、1023個
までのセーフティ・ノードを接続できます。SCMに対応している
ため、追加のハードウェアスイッチは必要ありません。ひとつの
openSAFETYネットワークの構成は最大で、100万以上のセーフ
ティ・ノードを持つ合計1023個のopenSAFETYドメインになりま
す。個々のドメイン間の通信はopenSAFETY Domain Gateway 
(SDG)によって行われます。

POWERLINK PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP SERCOS III

openSAFETY

産業用イーサネット

TC
P/

IP

CA
N

U
SB

LV
D

S

IO
-L

in
k

RS
48

5

. .
 .

セーフティ関連アプリケーション
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FSoE
Fail Safe over EtherCAT (FSoE)はFSoEマスタとFSoEスレーブ
を使うEtherCATを通じた安全データの伝送スキームです。各
FSoEサイクルにおいて、マスタはセーフティPDU(Protocol Data 
Unit)をスレーブに送り、同時にウォッチドッグタイマーをスター
トさせます。スレーブは受信したデータを確認・演算してからマ
スタに返します。この場合、スレーブもウォッチドッグタイマー
をスタートさせます。マスタはウォッチドッグタイマーを止めて、
スレーブと同じようにデータを受信・処理します。このサイクル
が完了して初めて、マスタは新しいセーフティPDUを作り出しま
す。このメカニズムのため、安全通信は常に使われるハードウェ
アとトポロジに依存します。

マスタ・スレーブ間のアドレスの関係は「FSoE-接続」と呼ばれ
ます。その特徴は独自の接続IDにあります。16ビット接続IDがマ
スタによって個々のスレーブに伝送されます。ユーザーは各スレ
ーブに独自のIDが与えられるような方法を使う必要があります。

ランプアップシーケンスの正しい識別のために、マスタとスレーブ
の両方がすべてのメッセージについて0から65535までの「シーケ
ンスナンバー」を作成します。こうして現時点で有効なメッセージ
のみを処理するようにします。個々のデバイスのアドレス指定に
は、 DIPスイッチを使ったハードウェアのセッティングにより独自
のノード番号を割り当てる必要があります。各FSoEマスタは
「FSoEマスタハンドラー」を含んでおり、「FSoEスレーブハンド
ラー」を通してスレーブと通信します。オプションとして、マスタ
に導入可能な追加の「FSoEスレーブハンドラー」によって、ネッ
トワーク内の別のマスタとの通信が可能になります。PDUの伝送を
厳密に保護するために、安全データ２バイトごとに、CRC16が１
回使われます。10バイトの伝送に対して、CRC16が５回使われる
ことになります。
パラメータ設定自体は、仕様化されていません。パラメータ化のプ
ロセスはユーザーがプログラムしたアプリケーションソフトウェア
の一部である必要があります。FSoEの仕様が要求されるパラメー
タを詳述するのに対し、ユーザーは個々のFSoEスレーブが正しい
パラメータを受信できるようにする必要があります。

アプリケーション・レイヤ (AL)

Safety-over-EtherCAT ソフトウェア・アーキテクチャ

アプリケーション

セーフティ・アプリケーション

セーフティ・マネジメント

セーフティ・オブジェクト セーフティ・データ

EtherCAT データリンク・レイヤ(DL)

EtherCAT物理層

32



システムの総まとめ
５大テクノロジー

認証

一般的に言うと、いろいろな統合型セーフティテクノロジーがありますが、
どれも同じように安全要件を満たしています。これらはすべて「ブラック
チャネル」の原理をベースにしており、IEC 61784-3規格に掲載され、
SIL3まで認証されています。しかし、セーフティの背後にテクノロジーが
コンポーネントメーカーやエンドユーザーに採用されるかどうかを決める
のに直結した指標が隠れています。顕著な違いは手近で問題解決するため
のアプリケーションにテクノロジーを容易に統合できるかどうかです。

openSAFETYテクノロジーはSIL3まで認証されています。まだ認証され
てはいませんが、このテクノロジーの中核原理はprobability of failure on 
demand (PFD)を含め、SIL4に対応する準備ができています。 

テクノロジー

安全デバイスの設計において、テクノロジーを考慮に入れることは大きな意味
を持っています。セーフティフレームの複雑さによっては、構成に余分な導入
の労力が必要になり、好ましくありません。
マルチキャストメッセージをサポートすると、反応時間を速くする助けになり
ます。これは同様に、プラントや機械の設計全体にも影響を与えます。例えば、
機械の設置面積や必要な床面積を削減できます。
メンテナンスやデバイスの交換の後、セーフティスレーブはセーフティマスタ
によって自動的に構成されなければなりません。デバイスが異なるマスタによ
っても構成できるように、構成インターフェースは独自に指定する必要があり
ます。PROFIsafeに対しては、この要求をカバーするためにiPar-Serverが開発
されました。マーケットでの相互運用状況は不明です。というのは、以前は構
成データはシステム内ではなく、使われるマスタのメーカーから来たからです。
2012年４月にsercos International(SI)ユーザー協会は SERCOS III上のCIP 
Safetyに対するSafe Motion Profileの開発を発表しました。しかし、この冊子
が発行される頃までにCIP SafetyベースのSafe Motion Profileが入手可能にな
ることはなさそうです。
FSoEはカプセル化された安全データを安全アプリケーションに伝送する安全パ
ラメータ化チャンネルを提供していますが、安全アプリケーションパラメータ
のアドレス指定スキームは存在しません。

統合型セーフティシステム比較 
|

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

ブラックチ
ャネルベー
ス + + + +

IEC 
61784-3 + + + +

認証機関 TÜV Rheinland
IFA 

TÜV Süd
IFA 

TÜV Süd
TÜV Rheinland TÜV Süd 

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

SIL3認証
(IEC 
61508)  + + + +

SIL4対応  o o + o

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

ペイロードデ
ータの二重化
サポート + – + –
マルチキャス
トメッセージ
ングサポート  + – + –
セーフティ
デバイス構
成  + o + o

セーフモー
ションコン
トロール 

o + + +
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デバイスの導入

デバイスメーカーにとって、独立性と導入コストは重要な検討事項です。
導入については、ライセンス料、ソフトウェアスタック、適応テスト、認
証などあらゆるコストを比較の際に考慮に入れています。それぞれのテク
ノロジーの複雑さと必要なリソースへのインパクト、導入コストも同様で
す。
PROFIsafeとFSoEはそれらのユーザー団体のプロトコルに限定しています。
これは、異なるオートメーションシステムとフィールドバスを使用する装
置が組合わさった場合に、いくつかのセーフティプロトコルを導入する際
の要求にもつながる可能性があります。CIP Safetyはブラックチャネル内
の専用のCIP抽象化レイヤの導入が必要になり、結果としてエンジニアリン
グの労力が増えます。 私たちの調査によると、FSoEスレーブは開発中です
が、現時点ではマーケットで認証されたFSoEスレーブスタックは入手不可
能です。そのため、デバイスレベルでのセーフティテクノロジーの導入に
ついて危険をもたらす可能性があります。

openSAFETYスタックは現時点ではセーフティ通信用の唯一のオープンソ
ースソフトウェアです。技術的にも法律的な見地からも、openSAFETYは
完全にテクノロジーから独立しています。

統合化

異なるメーカーのセーフティ製品どうしの互換性を確保するためには、マ
ーケットのすべてのスタックの間で互換性があるようにすることが不可欠
です。

openSAFETYのオープンソース・ストラテジーはスタックの互換性を保証
します。

セーフティネットワークではすべてのノードが固有のIDを持っていなくて
はなりません。パラメータセッティングのエラーを避けるために、アドレ
ス指定は自動化される必要があります。しかしながら、PROFIsafeとFSoEの
プロトコルは、DIPスイッチを使ったそれぞれのセーフティデバイスに対
してマニュアルのアドレス指定を要求します。これは、制御盤内部の安全
機器の導入・組み付けをより複雑にします。 メンテナンス時の交換作業に
おいて、誤ったDIP設定が作業者のミスにより引き起こされる可能性があ
ります。ヒューマンエラーは、特に保全計画においては、パラメータセッ
ティングの障害につながる可能性があります。ハードウェアスイッチを使
ってモジュラーマシンコンセプトを作るのも、非常に困難です。このタイ
プのアドレス指定は常に柔軟性がなく、コンポーネントを自動で構成する
ことができないからです。

プロデューサ・コンシューマの原理に従って、openSAFETYはダイレクト
クロスコミュニケーションをサポートし、非常に速いリアクションにつな
がっています。PROFIsafeやFSoEのように、すべてのセーフティメッセー
ジをマスタ経由でルーティングするとサイクルタイムは延びます。したが
って、セーフティリアクションのための貴重な時間が奪われます。

CIP Safetyはクロストラフィックをサポートする発信機能を要求しますが、
スレーブ（宛先）間のクロストラフィックは不可能です。

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

法的制限  + – + –
投資の保護 o o + o

開発期間   + + + o

導入 – o + +
現時点でのマー
ケットシェア o + o –
入手可能な認
証済スタック + + + –

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

サポートさ
れているイ
ンダストリ
アル・イー
サネットプ
ロトコル   

EtherNet/IP
SERCOS III PROFINET 

PROFINET
EtherCAT 

EtherNet/IP
Modbus 

POWERLINK
PROFINET
SERCOS III

EtherCAT  

オープンソ
ース導入可
能   

– – + –

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

スタックの
互換性 o o + –
パフォーマ
ンス  o o + o

アドレス指
定   + – + –
Safe Reaction 
Time o o + o
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パフォーマンス 
セーフティプロトコルはアプリケーションプロトコルなので、セーフ
ティネットワークのパフォーマンスは土台となるデータ伝送プロトコ
ルに依存します。ベースとなるプロトコルの選択により、利用可能な
帯域幅やサイクルタイムだけでなく、ホットプラグ機能やクロストラ
フィック機能などの機能性も変化します。
クロストラフィックは安全指向のシステムのパフォーマンスにおいて
決定的な役割を演じます。クロストラフィックをサポートするネット
ワークでは、セーフティノードはマスタを通してルーティングせずに、
互いに信号を直接伝送しあうことができます。これは危険な状態のと
きに最適な反応時間をもたらします。クロストラフィックをサポート
しないネットワークでは、セーフティノードはシグナルをフィールド
バスマスタノードに送り、そこからネットワークのセーフティマスタ
に確認のために中継されます。それからフィールドバスマスタノード
に返され、さらに受信セーフティノードに転送されます。クロストラ
フィック経由のダイレクトなデータ伝送に比べると、このプロセスで
は信号の遅れが４倍になり、貴重な反応時間が経過してしまいます。
軸の緊急停止距離が故障応答時間の二乗と負の加速度で増加するの

で、信号伝送時間が４倍になると緊急停止距離は16倍に延びること
になります。

異なるチェックサムを必要数行うことで、導入の複雑さが増し、開発費用も高
くなってしまいます。さらに、多重にCRCの演算を行うと、安全基準違反に対する
反応を著しく遅らせます。

openSAFETY Failsafe over EtherCAT

POWERLINK
マスタ

セーフ
PLC

セーフ
センサ

セーフ
モーション1

X

セーフ
PLC

セーフ
センサ

セーフ
モーション1

X

2
3

EtherCAT
マスタ

4

タスク: 

(X) セーフセンサはセーフモーションにデータを送る。

ソリューション: 

(1) セーフセンサはセーフモーションにデータを送る。

タスク:

(X) セーフセンサはセーフモーションにデータを送る。

ソリューション: 

(1) セーフセンサはEtherCATマスタにデータを送る
(2) EtherCATマスタはデータをセーフティマスタに中継する。
(3) セーフマスタはEtherCAT マスタにデータを送る。
(4) EtherCAT マスタはセーフモーションにデータを中継する。

クロストラフィックによる信号伝送時間
の短縮の例：クロストラフィックはセー
フティノード同士のお互いの直接通信
を可能にするのに対し（左側）、クロスト
ラフィックをサポートしないシステムで
は信号経路が４倍になる（右側） 。

指標 CIP Safety PROFIsafe openSAFETY FSoE 

CRCの範囲  8-32ビット 24-32ビット 8-16ビット 16ビット

20バイトネット
データに対して
必要なCRC演算  

2 1 2 10

異なるCRC
の数  5 2 2 1 
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