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まえがき

フィールドエリアのオープンなネットワークとして期待

されるフィールドバスは IEC（International Electrotech-

nical Commission ）の標準化，フィールドバス協会によ

る仕様開発などの活動に支えられ，普及してきた。しかし，

当初，プロセスオートメーションとファクトリーオートメー

ションの融合をめざし，統一仕様による普及を目的とした

フィールドバスは用途に応じたさまざまなネットワークが

提案されデファクトとして実用化されつつある。その代表

的なネットワークがFOUNDATIONフィールドバス
〈注〉

（ファ

ウンデーションフィールドバス）である。

FOUNDATIONフィールドバスはフィールドバス協会

（Fieldbus Foundation）が仕様開発を進めているフィール

ドバスで，従来のアナログ 4～ 20mA伝送に代わるプロ

セス分野のフィールドネットワークとして適したフィール

ドバスである。フィールドバス協会は国際標準との協調を

とりながら，フィールドバス製品の早期製品化，実用化促

進を目的とし，世界の制御システム，フィールド機器メー

カーを中心に約 120 社の企業や団体が参加して1994年 9 月

に発足した非営利団体である。フィールドバス協会では低

速フィールドバスの仕様開発を進め，1996年 8 月に第 1版

を完成させた。

富士電機は1985年から光ファイバを使用したフィールド

ネットワークを開発し，多くのプラントに適用してきた。

この技術をベースとしたフィールドバスを光フィールドバ

スとして提案し，その提案は 1995年11月に規格化した

IEC1158-2 Amendment 1 に反映された。

フィールドバス協会の仕様は物理層として電線媒体を基

本としている。このため IEC の光フィールドバス仕様を

フィールドバス協会の仕様とするための活動を推進し，

1998年 5 月に「Fiber Optic Physical Layer Profile FF-

818 FS1.0」として完成させた。

〈注〉FOUNDATIONフィールドバス：フィールドバス協会の登録

商標

本稿ではこのプロファイル仕様を中心に，フィールドバ

スの規格化の活動について述べる。

IEC の標準化とフィールドバス協会の活動

現在のフィールドバスの IEC 規格化状況を表１に示す。

電線媒体の物理層仕様は1993年に完成し，続いて光ファイ

バ媒体が1995年11月に承認された。IEC の IS（Interna-

tional Standard）として承認された規格はこの部分で，他

のデータリンク，アプリケーション層は規格化の最終段階

にある。

フィールドバス協会では IEC化した物理層仕様をフィー

ルドバス協会仕様として採用し，データリンク層，アプリ

ケーション層は現在 IEC に提案している内容のサブセッ

トを切り出して独自に仕様開発を進め，1996年 8 月に仕様

第 1版を完成させた。

IEC仕様に基づき製品化を行う際に問題となるのは仕様

の切出し方，すなわち，範囲（サブセット）や機能などが

設計者により異なり，また，仕様の解釈の違いにより互換

性が確保できないといった問題が生じることである。この

ため，実装時における規格の使用方法や実装レベルで追加

する仕様を統一する必要がある。

フィールドバス協会では，これらの仕様をプロファイル

（Profile）と定義し規格化しており，物理層プロファイル，

プロトコルスタックプロファイル，デバイスプロファイル

などがリリースされている。

従来，フィールドバス協会の物理層仕様に関しては電線

媒体のプロファイルは完成したが，光ファイバ仕様のプロ

ファイルは規格化されていなかった。そのため，共通の仕

様として実装レベルで統一された光フィールドバスのプロ

ファイル仕様を完成する必要が生じた。

フィールドバス協会ではフィールドバスの光ファイバ通

信の規格化に関心のあるメンバーを募り，フィールドバス

の技術運営委員会（Technical Steering Committee）の下

部組織として光フィールドバスワーキンググループ（WG）

（Fiber Optic Physical Layer WG）を組織し，1996年12月

光フィールドバスの国際規格
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から活動を開始した（図１参照）。

光フィールドバスWGの活動

光フィールドバスWGの活動にはメンバーとしてユー

ザー，メーカーの11社が参加した。基本的にはフィールド

バス協会に参加している企業がメンバーとなり，必要時に

外部にレビュアを依頼するなどして，規格の完成度を高め

た。メンバーの多くが光ファイバを用いた低速フィールド

バスの実現に興味があり，低速光フィールドバスの規格化

に集中した活動を行った。富士電機もフィールドバス協会

として光仕様を開発することによる技術の普及と共通仕様

により互換性のある機器の実現をめざし，本WGの活動

に積極的に参画しリーダー，マネジャーを担当した。

1996年12月，キックオフミーティングを東京で開催し活

動を開始した。その後，計 5回の会議を開催し規格化を完

了した。プロファイルの作成はフィールドバス協会の仕様

開発の手続きに従い，最終的には1998年 5 月にフィールド

バス協会から，Fiber Optic Physical Layer Profile FF-

818 FS1.0 として正式配付された（表２）。

規格の内容

光フィールドバスの規格の位置づけを図２に示す。規格

の範囲は物理層の媒体を規定する MAU（Medium At-

tachment Unit）の一部である。このMAUはトポロジー

伝送速度，光ファイバ，光スターカプラなどのハードウェ

ア仕様を規定している。さらに物理層ではMAUの上位に

MDS（Medium Dependent Sublayer）を設け，主に符号

化処理を行い，データリンク層以上の上位階層に信号を送

信する。光フィールドバスと電気フィールドバスはMDS

によりMAU以外のすべての層が同一仕様で実現される。

IEC規格の概要について表３に示す。

IEC規格では電気フィールドバスとの互換性を考慮して，

伝送速度，接続台数，信号波形が規定されている。また，

光通信に関して送信側の投光出射パワー，受信側の許容受

光パワーなどが定められている。これらの仕様は IEC の

本文に記載されている数値であり，この規格を採用するす
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表２　光フィールドバスWGの全体スケジュール 

開催場所 開催時期 進　捗 

第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

第5回 

東　京 

ニュージャージー（米国） 

アムステルダム（オランダ） 

ルートン（英国） 

アムステルダム（オランダ） 

1996年 12月 

1997年 3月 

1997年 6月 

1997年 9月 

1998年 3月 

 

IRDS討議 

DPS討議 

PS討議 

FS討議 

IRDS : Initial Review for Draft Specification 
DPS : Draft Preliminary Specification 
PS : Preliminary Specification 
FS : Final Specification

表１　IECの規格化状況 

規格番号 パート 進 捗 

CD

IS

IS

備考，今後の予定 

IEC1158-1

IEC1158-2

IEC1158-3

IEC1158-5

データ 
リンク層 IEC1158-4

サービス 

プロトコル 

プロトコル 

CDV投票で 
パスせず再審議中 

発行済み 

ACD
DIS回覧待ち 
Amendment 3

発行済み 
Amendment 2

IS
発行済み 
Amendment 1

ACD

FDIS

DIS回覧待ち 
Amendment 3

FDIS投票中 

ガイド 

電線 

光 

無線 

31.25  
kビット/秒，電圧 

1 Mビット/秒， 
電圧 

1 Mビット/秒， 
電流，200 mA

1 Mビット/秒， 
電流，1 A

31.25  
kビット/秒， 
シングルファイバ 

31.25  
kビット/秒， 
デュアルファイバ 

1 Mビット/秒， 
デュアルファイバ 

H2 変更 

ローパワー 
オプション 

2.5 Mビット/秒， 
電圧 

物
　
理
　
層 

2.5 Mビット/秒， 
デュアルファイバ 

4,800 ビット/秒 

応用層 

マネジメント 

IEC1158-6

IEC1158-7

サービス 
FDIS

審議中 

コンフォーマンステスト IEC1158-8 未審議 

FDIS投票中 

Clause1： 
Introduction,  
ScopeのみACD， 
他はドラフト 
作成中 

CD：Committee Draft 
CDV：Committee Draft for Vote 
ACD：Approved Committee Draft

DIS：Draft International Standard 
FDIS：Final DIS 
IS：International Standard

ユーザー 
諮問委員会 

会員総会 

理事会 

社長 

マーケティング 
委員会 

地域 
マーケティング 
委員会 

技術運営委員会 

仕様開発 
デバイス 
プロファイル 物理層委員会 

光フィールド 
バスWG

主事務局 
（在米国テキサス州） 

運営委員会 

ABB 
ELSAG Bailey 
Fisher-Rosemount 
富士電機 
Rockwell Automation 
Schneider Automation 
Honeywell IAC 
Siemens 
The Foxboro Company  
山武 
横河電機 
 

図１　光フィールドバスWGの位置づけ
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べての製品に適用される仕様である。一方，使用するファ

イバの種類，光スターカプラの仕様，伝送距離などは規格

の自由度を考慮して IEC では規格の範囲外とし，ガイド

ラインを示すにとどめている。このため，フィールドバス

協会では製品化を行う際の推奨値としてこれらの仕様をプ

ロファイルのなかで規定している（図３参照）。

以下，プロファイル仕様の内容を説明する。

４.１ デバイスタイプ

プロファイルは実装仕様であるため，設計するフィール

ド機器の種類ごとに仕様を記載している。フィールドバス

協会では，フィールド機器の種類に応じて，電気フィール

ドバスから光フィールドバスまで対応した番号を定め，こ

の番号をデバイスタイプと呼ぶ（表４参照）。

低速光フィールドバスプロファイルではフィールド機器，

スターカプラ，電気/光フィールドバス信号変換器などを

規定している。現在，IECの低速光フィールドバス規格に

は１線式と 2線式の二つのMAU仕様があり，さらに 1線

式の受光感度はパッシブスターカプラ接続を考慮した高感

度仕様とアクティブスターカプラ接続を考慮した低感度仕

様がある。フィールドバス協会のプロファイル仕様では，

低速光フィールドバスの中心となる 1線式高感度仕様をタ

イプ 411 として規格化している（表５参照）。

コネクタは IEC規格に準拠した FCコネクタと STコネ

クタの 2種類が規定されている。FCコネクタは国内で広

く採用されている単心コネクタであり，STコネクタは欧

米で広く普及しているコネクタである。

４.２ 光ファイバの仕様

光伝送で使用するファイバはその用途により最適な材質，

構造のファイバを選択する。一般産業用に使用されている

ファイバは石英を使用した SI（ステップインデックス）

形または GI（グレーテッドインデックス）形ファイバで
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ユーザー層 

アプリケーション層 

データリンク層 

MDS 
(Medium Dependent Sublayer) 

 

MAU 
Wire medium 
31.25kビット/秒　 
            (H1バス） 
1M,2.5Mビット/秒   
            (H２バス) 
Voltage, 
Current mode

MAU 
Optic 
31.25k 
ビット/ 
秒 

MAU 
Optic 
1M 
ビット/ 
秒 

MAU 
Optic 
2.5M 
ビット/ 
秒 

MAU 
Radio

物
理
層 

図２　光フィールドバスの位置づけ

IEC 物理層規格 

電気式 

IEC 物理層規格 

光式 

光プロファイル 
仕様書 

フィールドバス 
協会の推奨値 

フィールド機器 
実装に必要なパ 
ラメータを推奨 
する。 

フィールド機器 
開発仕様書 光フィールド 

機器 

図３　光プロファイル仕様の構成

表３　IEC規格（Clause 15）の概要 

項　目 仕　様 備　考 

媒　体 光ファイバ1線式 

トポロジー スタートポロジー 

リピータ 機能，概要のみ 

パワーバジェット 

投光出射パワー －13.5 ± 1.0 dBm

許容受光 
パワー 

高感度 －40.0 ～ －20.0 dBm

伝送速度 
31.25 kビット/秒 
± 0.2％ 

ループ構成は不可 

コネクタ 
FCコネクタまたは 
STコネクタ 

ケーブル 
テストケーブルのみ記載 
（100/140   m） 

スターカプラ 
構造：反射形 
分岐数：最大32

パッシブスター 
カプラ用 

低感度 －30.0 ～ － 12.5 dBm
アクティブスター 
カプラ用 

信号波長 
850 nm  ± 30 nm 
波形は電気と同じ 

マンチェスタ・ 
バイフェーズL

使用ケーブルの種類 
は，規定しない 

規格外。参考値のみ。 

表４　デバイスタイプの分類 

デバイスタイプ 内　容 

タイプ100～399 

タイプ411 

タイプ421～424 

タイプ431～432 

タイプ433～434

電気式フィールドバス機器 

1線式高感度フィールド機器 

パッシブスターカプラ 

アクティブスターカプラ 

電気/光フィールドバス信号変換器 

表５　1線式高感度フィールド機器（タイプ411）の概要 

項　目 内　容 

MDS 

電気信号波長 

伝送速度 

投光出射パワー 

許容受光パワー 

コネクタ 

電線媒体と同一 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

IEC 1158-2 Clause 15に準拠 

－40.0～－20.0 dBm 

FCコネクタまたはSTコネクタ 
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ある。一般的にフィールドにおけるファイバケーブルの着

脱などを考慮するとコア径が大きく結合損失の少ないタイ

プが適している。IEC規格では送信・受信の光仕様を試験

するための光ファイバとしてテストファイバを定めている

が，実際にフィールドで使用するファイバは規格化してい

ない。このため，プロファイル仕様のなかで表６に示すファ

イバを使用ファイバとして規格化した。各ファイバには，

汎用性，伝送距離，コネクタ処理の容易さなどのメリット，

デメリットがあり，使用条件により選択可能である。富士

電機では 100/140μm（Ald）と 200/230μm（A3c）のファ

イバを使用したフィールド機器の開発を進めている。

なお，ここで採用した光ファイバは IEC の別の規格

（IEC793）の仕様としてすでに規格化されているファイバ

である。汎用性があり，フィールドバス用として新たに規

格化したファイバではない。

４.３ 光スターカプラ

一般的にスターカプラは，光信号を増幅するアクティブ

スターカプラと，光信号を増幅せずに光信号の分岐結合を

行うパッシブスターカプラの 2種類がある。

パッシブスターカプラは電源供給が不要なため，フィー

ルドにそのまま設置することが可能である。フィールドバ

スではフィールド機器間の伝送を行うため，フィールドバ

ス上の一つの機器から送信された信号をすべての機器に伝

える必要がある。

アクティブスターカプラでは内部の電気回路により光信

号を容易に分岐・増幅することができるが，パッシブスター

カプラでは光信号を物理的に分岐する構造のため一般的に

使用されている透過形スターカプラではこの仕様を満たす

ことができない。このため，スターカプラを反射形にする

ことにより電気式フィールドバスと同じフィールド機器間

の伝送が可能となる。

一方，パッシブスターカプラの分岐数を多くすると減衰

率が高くなるので，伝送距離と光スターカプラの分岐数は

設計時に十分検討する必要がある。光プロファイルでは，

パッシブスターカプラの構造，分岐数，減衰率を規定して

いる（表７参照）。

４.４ 電気/光フィールドバス信号変換器

電気フィールドバスと光フィールドバス信号を物理層の

MAUレベルで変換する電気/光フィールドバス信号変換

器の仕様を表８に示す。時間的なひずみを成形するタイプ

と，光または電気信号のレベルだけを変換するタイプの２

タイプをプロファイルとして仕様化した。この変換器によ

り光ファイバと電線媒体の混在したシステムが可能となる。

４.５ 伝送距離

伝送距離は使用ファイバ，スターカプラの種類，分岐数

により異なるので代表的な数値をプロファイルのなかで定

めた。基本的にネットワークのトポロジー（接続形態）に

ついては，スター形を採用し，許容受光感度を受信できる

距離にフィールド機器を設置できる。

プロファイルのなかで規定した数値を用いて，16分岐の

パッシブスターカプラを使用した場合，100/140μm の

ファイバで最大 1.2 kmの伝送距離を確保できる（図４参

照）。
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表６　光ファイバの仕様 

項 目 

分 類 

標準 
テスト 
ファイバ 

使用 
ファイバ 

Clause15 
31.25 kビット/秒 
1線式高感度仕様 

開口係数 

0.26±0.03 

0.4±0.04 

0.2±0.02 

0.275±0.015

≦4.0 dB/km 

≦10.0 dB/km 

≦3.0 dB/km 

≦3.0 dB/km

0.26±0.03 ≦4.0 dB/km

減衰率 
（λ＝850 nm） 

100/140   m（A1d） 
＊ 

100/140   m（A1d） 

200/230   m（A3c） 

50/125   m（A1a） 

62.5/125   m（A1b） 

 ＊： A1a，A1b，A1d，A3cなどは IECの光ファイバ仕様の番号を示す。 
 ファイバの構造などについては IEC793-1および IEC793-2の光ファイバ仕
　　 様を参照。 

表７　パッシブスターカプラ（タイプ 421）の仕様 

分岐数 

7.0 9.0 10.5 14.5 17.5 21.5

2 3 4 8 16 32

最大挿入損失 

タイプ 421：100/140   m（A1d） 
挿入損失は2コネクタの損失を含む。 

（単位：dB）

表８　電気/光フィールドバス信号変換器の仕様 

項　目 仕　様 

信号波長 

投光出射パワー 

許容受光パワー 

入出力の時間的最大ひずみ 

分岐数 

850 ± 30 nm 

－13.5 ± 1.0 dBm 

－40.0～－20.0 dBm 

±3％ ビットタイム 

≦32

タイプ 434：波形成形なし。 

16分岐のパッシブスターカプラを使用 

（スターカプラの損失） 

2.5dB

17.5dB

－14.5dBm

4dB/km

－37dBm
－40dBm

100/140　mファイバシステム μ 

2.5dB

3dB（マージン） 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

－40

－30

－20

－10

伝送距離 (km)

光
の
強
さ
 (
d
B
m
) ：出射パワー 

：受光感度 

図４　光パワーバジェット



光フィールドバスの国際規格

あとがき

フィールドバス協会の光フィールドバスの仕様開発状況

について紹介した。光フィールドバスは光フィールドバス

WGのメンバーを中心に多くの方々のご協力により実用的

な実装仕様として完成することができた。

IEC規格，プロファイル仕様の完成により，仕様開発の

面からみて製品化のための環境が整った。フィールドバス

機器を開発する多くのメーカーが光フィールドバス製品を

開発できるよう，今後とも国際標準化とその実用化へ向け

た活動を展開していきたい。
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