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まえがき

パソコンやインターネットなどのオープンな基盤技術の

発展は，ビルオートメーションや施設管理の分野において

も，それら技術を有効に利用して最適なシステムを構築す

ることが重要な課題となっている。従来のメーカー独自仕

様の機器でシステムを構成する場合に比べて，オープンシ

ステムを採用することで，

サブシステム間の連携や上位システムとの接続がス

ムーズに行える。

システム間を接続するためのエンジニアリング作業が

大幅に削減される。

システム全体の開発・保守費用の低減が図れる。

システムの一部変更や追加が容易となる。

などのメリットが得られ，段階的にシステムを拡張してい

くような大規模なアプリケーションに適している。

オープンネットワークとしてファクトリーオートメーショ

ン分野では DeviceNet，OPCN-1，PROFIBUSなどの

フィールドバスが普及しているが，ビルや設備用のオープ

ンネットワークとしては，図１に示すように LONWORKS
〈注1〉

を中心に据えたネットワーク構成に注目が集まっている。

富士電機ではこれらの市場動向にこたえるため，機器の

LONWORKS 対応とともに AS-i（Actuator-Sensor-inter-

face）機器の品ぞろえを進めている。以下にこれらネット

ワークの概要と商品の一部を紹介する。

LONWORKSの概要と特長

LONWORKSは米国Echelon Corp.にて開発され，ANSI/

EIAで標準化された分散制御用ネットワーク技術であり，

ビルおよび工場の自動化，ホームオートメーション，電

気・ガスなどの広域モニタリング，交通システムなどの分

野で利用が進んでいる。その特長と仕様を以下に述べる。

２.１ LONWORKSの特長

分散制御：通信モジュールに制御アプリケーションを

内蔵可能

オープン：複数ベンダーから供給される商品の相互接

続を保証

フリートポロジー：バス，ループの混在，階層化ネッ

トワークが可能

長距離：最大 2,700m（バストポロジー）

多様な通信媒体：ツイストペア線，電力線，光ファイ

バ，無線，赤外線の適用が可能

ネットワーク構成変更：接続変更はネットワーク上の

パソコンで容易に可能

２.２ LONWORKSの仕様

LONWORKSの通信仕様を表１に示す。

図１における制御系以下のすべての機器を LONWORKS

で構成することはもちろん可能であるが，LONWORKS

の通信回路が比較的高価なこともあり，富士電機ではセン

サやアクチュエータなどの単純な入出力デバイスにおいて

は，LONWORKSとともに，AS-i 機器を有効に組み合わ

せることで，システムの低コスト化，ならびに配線作業工

数の低減を図ることを提案している。
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＊Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標�

AS-iデバイスレベル�
ネットワーク�

図１　ネットワーク階層構成

〈注１〉LONWORKS ：米国 Echelon Corp. の登録商標
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AS-i の概要と特長

３.１ AS-i の概要

AS-iはネットワーク階層構成の最下位層に位置づけら

れるデバイスレベルのオープンネットワークであり，EN

50295および IEC62026-2にて規格化されている。

は，ヨーロッパではすでに10年前から紹介され，デバイス

レベルの省配線バスシステムでは主流となっている。また

AS-iの普及団体として，ドイツに本部を置く 協会

（AS-International Association）があり，2001年４月には，

フランス，イギリス，イタリア，スイス，ベルギー，ス

ウェーデン，アメリカ，ブラジル，ニュージーランドに続

く10番目の国別協会として，日本AS-i 協会が設立された。

AS-iはスレーブおよびセンサへの電源供給と信号伝送

が同時に行える 2 線式シリアル配線システムであり，耐環

境性に優れた IP67の保護構造を持つスレーブが用意され

ており，厳しい環境下でも信頼性の高い省配線が実現でき

るため，自動車関連の搬送設備をはじめ，食品関連設備や

半導体装置などでも採用が進んでいる。

AS-iの機器構成を図２に示す。AS-iシステムは

マスタ〔プログラマブルコントローラ（PLC）用マスタモ

ジュールまたは他のネットワークとのゲートウェイ〕，

AS-i 電源，および スレーブで構成される。

３.２ AS-i の特長

３.２.１ 省配線

スレーブとセンサへの電源供給線に信号を重畳できる。

AS-iケーブルとスレーブとの配線はピンによる圧接

方式のため，従来のねじ端子に比べ工数が低減できる。

しかも AS-iケーブルの断面は非対称であるため，極性

を間違わずに装着できる。

センサ，アクチュエータとスレーブとの接続は，コネ

クタによりワンタッチでできる。

３.２.２ ノイズに強い

AS-iのデータ信号波形を図３に示す。

データ信号はマンチェスタⅡ符号にコード化後，交番パ

ルス変調（APM）方式により sin2 波形で ケーブル

上に送信しているため，AS-iケーブルからの放射ノイズ

により他の機器に影響を与えることがなく，また終端抵抗

が不要になる。この変調方式を使用した のプロトコ

ルは，多くの規則性と冗長性を含んでいるためデータの高

い信頼性が得られる。

３.２.３ 入出力データの高速リフレッシュ

取り扱う送信・受信データの単位を 4ビットとし，効率

的なデータフレームにより，ディジタル入出力 248 点を約

5 msでリフレッシュする。

３.２.４ スレーブ交換時の自動アドレス設定

スレーブには，種類を識別するため情報コード（I/O 情

報，IDコード）があらかじめ書き込まれている。初期設

定時にこの情報とスレーブのアドレス番号をマスタが自動

的に記憶することにより，スレーブの交換時に従来行って

いるアドレスの書込み作業が必要なく，マスタが同じ種類

のスレーブかどうかを判別して，自動的に交換前に設定し

てあったアドレス番号を書き込む。

３.２.５ マルチベンダー

AS-iは国際規格に基づくオープンネットワークである。

異なるメーカーの機器でも同一のネットワーク上で動作す

るため，日本をはじめアメリカ，ヨーロッパでも共通の機

器が使用できる。また世界中で 100 社以上のメーカーが

AS-i 協会に参加しているため，機器の調達が容易である。
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表１　LONWORKS の仕様�

項　目�

伝送路形態�

伝 送 媒 体 �

伝 送 速 度 �

伝 送 距 離 �

プロトコル�

ノ ー ド 数 �

* LonTalk：米国 Echelon Corp. の登録商標�

仕　様�

バス，フリー�

ツイストペア線，同軸ケーブル，電力線，�
光ファイバ，無線，赤外線�

0.6 k ビット/秒～1.25M ビット/秒�

バ　ス：2,700 m�
フリー：500 m

LonTalk*（予測 p-パーシステント CSMA 方式）�

最大 127 ノード/サブネット�
最大 255 サブネット/ドメイン�

スレーブ�

DeviceNet，OPCN-1，LONWORKSなど�

AS-i電源�

AS-i

PLC用�
マスタモジュール�

センサ，�
アクチュエータ�

ゲートウェイ�
（マスタ）�

スレーブ�スレーブ�

図２　AS-i の機器構成

マンチェスタⅡ�
コーディング�

データ信号�

1

0

2

0

3

1

4

0

5

0

6

1

ビット番号�

APM方式�
での変調�

図３　AS-i のデータ信号波形
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３.３ AS-i の仕様

AS-iの主な仕様を表２に示す。

LONWORKS商品の紹介

４.１ MICREX-SX用 LONWORKSモジュール

富士電機の汎用 PLCである MICREX-SXシリーズに

LONWORKSインタフェースモジュール（NP1L-LW1）を

搭載することによって，MICREX-SXのシステムが LON

WORKS 上の一つのノードとなる。

通常，LONWORKSのノード開発は C 言語をベースと

した専用言語で行うため，C言語に関する専門知識と経験

を必要とするが，本モジュールを搭載した MICREX-SX

シリーズでは，ラダー，ニーモニックなど IEC 準拠の 5

種類の PLC 用言語をサポートした PLC 用プログラミング

ツール（D300Win）と LONWORKS 用変数定義ツール

（LonDef）を用いて制御内容を記述することができる。

商品の外観を図４に，システム構成を図５に，主な仕様

を表３に示す。

４.２ I/Oターミナル

コンパクトなフレームサイズ，メンテナンスを重視した

着脱式端子構造，端子ねじを緩めると端子ねじが自立する

セルフアップねじ構造を特長とした端子台タイプの I/O

ターミナルシリーズに，LONWORKS 通信タイプ（NR1

LW）を開発し，現在フィールドテスト中である。

商品の外観を図６に，主な仕様を表４に示す。

４.２.１ ネットワーク変数

I/Oターミナルで使用するネットワーク変数
〈注2〉

は，すべて

LonMark 協会
〈注3〉

で定める標準ネットワーク変数を使用して

いる。入出力オブジェクトのデータ構成は，LonMarkで

必要とされるネットワーク変数に加えて，機器固有のオプ

ショナルネットワーク変数とオプショナルコンフィグレー

628（34）
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表２　AS-i の仕様�

項　目�

伝送路形態�

伝送媒体�

最大ケーブル総延長�

変調方式�

スレーブ接続数�

最大 I/O 点数�

I/O サイクルタイム�

伝送速度�

通信制御方式�

スレーブのアドレス�
　　　　　　　設定�

スレーブ，センサ�
　　　への電源供給�

国際規格化�

仕　様�

バス，スター，ツリー，リング�

専用平行2心ケーブル（黄色：通信用，�
黒色：出力用 DC24 V 供給）�
ただし，キャプタイヤケーブルでも可能�

100 m（リピータ機器使用により300 mまで�
延長可能），終端抵抗不要�

交番パルス変調（マンチェスタⅡ符号，sin2パルス�
信号）�

最大31台�

248点（8点×31台，4 I/4 O）�

約5 ms（31台接続時）�

167 kビット/秒�

ポーリング/セレクティング�

アドレス設定器，または AS-i マスタから設定�
（不揮発性メモリに保存）�

AS-i 電源（通信用，DC30 V/2.4 A）から�
通信線を介して供給�

EN50295，IEC62026-2

中央監視�

エリアコントローラ/ゲートウェイ�

P
IO

Ethernet

LONWORKS

I/Oターミナル�

統合コントローラ�
MICREX-SX

AS-iその他オープンネットワーク�

他社機器�

現場機器�現場機器� 現場機器�

図５　NP1L-LW1のシステム構成

表３　NP1L-LW1 の仕様�

項　目�

ネットワークへの接続台数�

MICREX-SX システム上の�
　　　　　　　　　　 台数�

トランシーバ�

最大 NV 数�

最大 CP 数�

NV および CP の SX CPU �
　　　　　  内メモリ割付け�

入出力領域占有ワード数�

占有スロット数�

仕　様�

最大 64 台/チャネル�

最大 2 台/コンフィグレーション�

FTT-10A（78 kビット/秒）�

300 個�

200 個�

入出力メモリ（I/Q），標準メモリ（M），�
リテインメモリ（M）に割付け�

入力：64ワード，出力：64ワード�

1スロット�

〈注２〉ネットワーク変数：LONWORKS 上で情報交換するための

データ形式

〈注３〉LonMark 協会：LONWORKS 上の機器の相互接続性を保

証するための団体

図４　NP1L-LW1の外観

AF00-197
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ションプロパティ
〈注4〉

を追加し，信頼性を向上している。ネッ

トワーク変数一覧を表５に示す。

DIはパルス入力としても使用可能で，停電の際パルス

カウント値は内部メモリにバックアップされる。

４.３ F-MPC/LONデータロガーゲートウェイ

４.３.１ 機器構成

Ｆ-MPC/LONデータロガーゲートウェイ（UM10-02）

は，RS-485 通信によって最大 4台の電力監視用機器であ

る F-MPC機器（F-MPC60B，F-MPC04，F-MPC04Pな

ど）に対してポーリングを行い，収集した電力量データを

LONWORKSのネットワーク変数に変換して送信する。

さらにバックグラウンド機能として，最大30台の F-

MPC 機器から，240 回路分の電力情報を 1 時間ごとのサ

富士時報 Vol.74 No.11 2001
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〈注４〉コンフィグレーションプロパティ：機器の動作モードを設

定するための制御パラメータ（例えば温度の上下限など）表４　NR1LW の仕様�

項　目�

一
　
般�

入
出
力�

通
　
信�

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト�

電　　　　　源�

外　形　寸　法�

パ ル ス 入 力�

ディジタル入力�

リ レ ー 出 力�

トランシーバ�

伝　送　速　度�

伝　　送　　路�

ノード�
　オブジェクト�

DI�
　オブジェクト�

DO�
　オブジェクト�

PI�
　オブジェクト�

仕　様�

DC21.6 ～ 26.4 V�

W148×H50×D40（mm）�

2点，7 mA ソース/24 V�

7点，7 mA ソース/24 V�

2点，DC30 V または AC250 V，2 A/点�

FTT-10A�

78 kビット/秒�

フリートポロジ，ツイストペアケーブル�

LonMark 準拠仕様�

LonMark 準拠オープンループセンサ�
オブジェクト仕様�

LonMark 準拠クローズドループアクチュエータ�
オブジェクト仕様�

LonMark 準拠オープンループセンサ�
オブジェクト仕様�

表５　ネットワーク変数一覧�

種　別�

ノードオブジェクト�

DI オブジェクト�

DO オブジェクト�

PI オブジェクト�

変数名�

nvi00Request�

nvo00Status�

nvoDI00Value�

nvoDI00ChAlm�

nciDI00Direction�

nciChAlmCount�

nviDO00Value�

nvoDO00SteAlm�

nvoDO00ConAlm�

nciDO00Direction�

nciDO0ConAlmT�

nciDO0C�

nvoPi00Value�

nciPi00Direction

データ型�

SNVT_obj_request�

SNVT_obj_status�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_count�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_state�

SNVT_time_sec�

SNVT_count�

SNVT_state�

SNVT_state

説　明�

�

�

入力状態を通知�

チャタリング異常を通知�

DI 動作の許可・禁止�

チャタリング異常の検出条件�

出力指令�

出力状態不一致の異常通知�

制御異常を通知�

DO 動作の許可・禁止�

異常監視時間の設定�

異常監視フィードバック入力を指定�

カウントしたパルス数�

PI 動作の許可・禁止�

図６　NR1LWの外観

AF99-371

F-MPC04 UM10-02

LONWORKS

F-MPC04

F-MPC04P

F-MPC60B�
F-MPC04�
F-MPC04P�
PPM

RS-485

最大合計30台�

図７　F-MPCのシステム構成
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ンプリングで最大40日分蓄積することができる。これらの

蓄積データは LONWORKSに接続したパソコンで読み出

して処理することができる。

ゲートウェイ方式としたため，既存の F-MPC機器を用

いて容易に LONWORKS 対応の電力監視システムを構成

することができる。

システム構成を図７に示す。

４.３.２ 内部構成

機器内部は，ニューロンチップ
〈注5〉

と16ビット CPUで構成

し，CPU相互の接続はパラレル I/Oインタフェースを用

いて，信頼性の高いトークンパッシング・ハンドシェーク

方式で情報の受渡しを行っている。機能的には，ニューロ

ンチップは通信処理専用として使用し，アプリケーション

ソフトウェアは16ビット CPUにより実行する方式として

いる。

主な仕様を表６に示す。

４.４ プログラマブル操作表示器（POD）

LONWORKS 対応 PODは，UG20シリーズの通信イン

タフェース部に LONWORKS通信インタフェースモジュー

ルを装着したもので，照明・空調その他設備制御システム

において，機器の監視・操作・設定を行うためのヒューマ

ンマシンインタフェースとして使用することができる。

LONWORKS 対応 PODの外観を図８に，主な仕様を表

７に示す。

AS-i 商品の紹介

５.１ AS-i マスタの種類と特長

５.１.１ マスタの種類

AS-iマスタの品ぞろえを図９に示す。マスタは，Device

Netおよび OPCN-1などの上位のオープンネットワーク

に対応したゲートウェイ，MICREX-SXシリーズおよび

FLEX-PC NJシリーズのベースに装着できるマスタモ

ジュール，マスタ機能を内蔵した PLC（FLEX-PC NB6）

がある。図１０に DeviceNet 用ゲートウェイの外観を示す。

５.１.２ マスタの特長

異常箇所の特定が容易

AS-i 通信異常時に，脱落したスレーブのアドレス番号

（1）

630（36）
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表６　UM10-02 の主な仕様�

項　目�

電　源　仕　様�

外　形　寸　法�

通　信　仕　様�

カレンダー機能�

蓄 積 デ ー タ�

オブジェクト構成�

ネットワーク変数�

仕　様�

DC12 ～ 30 V�

W49.3×H100×D105（mm）�

時計機能停電保持10日�

線間電圧，相電圧，電力量，力率�

78 kビット/秒，�
フリートポロジー，ツイストペア線�
トランシーバ：FTT-10A

ノードオブジェクト：LonMark 準拠仕様�
電力計測オブジェクト：独自形式�
データロガーオブジェクト：独自形式�

積算電力量：SNVT_elec_whr_f×48

図８　LONWORKS対応PODの外観

〈注 5〉ニューロンチップ：通信処理と分散制御を行うための LON

WORKS 専用 CPU

表７　LONWORKS 対応 POD の主な仕様�

項　目� 仕　様�

UG520�

12.1�

800×600

機　　　　種�

画面サイズ（インチ）�

表示解像度（ドット）�

液晶デバイス�

タッチパネル�

電　　　　源�

動作周囲温度�

取　付　け�

保 護 構 造�

トランシーバ�

伝 送 速 度�

最大制御点数�

UG420�

10.4

640×480

UG320�

7.7

STNカラー�TFT/STNカラー�

AC100～200 V，DC24 V

0～50℃（ただし STNカラータイプは0～40℃）�

パネル埋込み�

IP65（パネル前面）�

FTT-10A�

78 kビット/秒�

256点�

アナログ方式（分解能：1,024×1,024）�

DC24 V

UG221�

5.7�

320×240�

カラー/モノクロ�

20×12マトリックス�



設備用ネットワーク LONWORKS機器およびAS-i 機器

を表示する。また AS-i 電源，上位通信の状態も表示でき

る。

初期設定が容易

本体表面の押しボタンスイッチのみでスレーブの構成情

報登録ができ，設定用のローダなどを接続する必要がない。

上位とのインタフェースの共通化

ゲートウェイでは上位のネットワークが異なっても，

I/Oデータなどのメモリマップの仕様がほぼ同じであるた

め，顧客のアプリケーションプログラムが共通化しやすい。

５.２ AS-i スレーブの種類と特長

５.２.１ スレーブの種類

AS-iスレーブの品ぞろえを図 に示す。スレーブは使

用する環境レベルに応じて最適なものを選択することがで

きる。盤内用では端子台型スレーブ，比較的環境の良い盤

外用としては防じん型スレーブ，環境の厳しい盤外用とし

ては薄型スレーブ，小型スレーブ，およびボックススレー

ブがある。図 に防じん型スレーブの外観を示す。

５.２.２ スレーブの特長

薄型スレーブおよび小型スレーブとセンサ，アクチュ

エータとの接続はM12，M8コネクタ（IEC60947-5-2）

によりワンタッチ接続が可能

薄型スレーブおよび小型スレーブは，センサ電源およ

び出力の短絡保護機能を内蔵。防じんコネクタ型スレー

ブはセンサ電源の短絡保護機能を内蔵

防じん型スレーブ，薄型スレーブおよびボックススレー

ブは取付け後にアドレス設定が可能

通信異常，アドレス未設定状態，入出力状態などを表

示

あとがき

LONWORKSについては欧米での普及に対し日本では

まだ導入段階であり，本稿に紹介した商品を足がかりに顧

客ニーズの把握に努め，今後商品系列の拡大を図っていく

所存である。
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図９　AS-i マスタの品ぞろえ
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図１１　AS-i スレーブの品ぞろえ

図１２　防じん型スレーブの外観
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図１０　DeviceNet 用ゲートウェイの外観
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