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今日の生産現場でのフィールドバスの課題

課題を解決するために必要な能力
課題を解決するFLCの貢献

FLCの現状とユースケース
B&Rで見る現在地



今日の生産現場でのフィールドバスの課題
What are the current challenges of field-level communication?



IP

現在の状況は…

Field level communication

ネットワーク間の相互接続性が乏しい
断片的なエコシステム

IoTチャレンジ 要求事項の増加
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通信技術に対する要求の高まり

性
能

/機
能

セキュリティ

ビッグデータの
取り扱い

巨大なネットワーク
でのリアルタイム性

プラグ＆生産

簡単診断

オープン標準と
エコシステム

以前の機能

インダストリアル IoT

今日

帯域幅拡大

簡単設定

時刻同期

モーション

以前の機能

リアルタイム
イーサネット

2001

省配線

診断

以前の機能

フィールドバス
1993



結局は既存の機器メーカーに左右されてしまう

機械メーカー

ないかなあ。。。

1つのベンダーに依存しない

モーション、セーフティなど、
あらゆる種類のさまざまなアプ
リケーションもカバーできて

付加価値（ビデオなど）をつけ
ても、機械のパフォーマンスに

影響を与えない

将来も安心して使える通信規格



導入した機械をつなげるだけでも一苦労なのに

ないかなあ。。。

さまざまな機械や生産システム

を、簡単かつ経済的に統合的に
接続できる

信頼できる通信規格

工場経営者



IoTやAIを活用する方針なのに、データそのものが取れない

ないかなあ。。。

任意のコントローラーや機器か
らデータを安全に読み取って、
生産プロセスを最適化

機械メーカーの設計者の追加サ
ポート無しでも、自社に必要な
データセットを取得可能

そんな柔軟な通信規格

IT部門



課題を解決するために必要な能力
What are the capabilities needed to solve that problem?



オープン性

✓ すべての主要なオートメーションサプライヤーによってサポート

✓ 業界団体や標準化団体などとも協力体制を構築

高速性

✓ 現在および将来のアプリケーションのパフォーマンスのご要求にも対応

一貫性

✓ デバイス（フィールドレベル）からクラウドまで一貫した方法で情報を配信

セキュリティ

✓ 設計時点でセキュアなシステムの実装

生産現場での課題を解決するフィールドネットワーク

大切な4つの能力

Slide 10



>85% グローバルマーケット
シェア

OPCF field level communication イニシアチブ

主要なグローバルメーカーがサポート



I/O Motion

コントローラ間 (over TSN)

コントローラから現場機器 (over TSN)

フィールドレベル
コミュニケーション
のイニシアチブ

すでにあるOPC UA を生産現場へ拡張
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モーション、セーフティ、リアルタイムアプリケーション



パフォーマンス

ギガビットでの OPC UA over TSN vs. 既存のネットワーク

既存のネットワークに対して

パフォーマンスの改善:

最大18倍

OPC UA PubSub TSN using IEEE 802.1Qbv (exclusive)

D. Bruckner, et al.: OPC UA TSN - A new Solution for Industrial Communication. Whitepaper. Jan 2018. 

今後出てくる可能性のある
ギガビットフィールドバスに比べ

パフォーマンスの改善:

最大80%

ノード数

ペイロード[Byte]

通信サイクル



調べてみました



課題を解決するためにどう貢献できるか
How to contribute to solving that challenge.



さまざまなベンダーのコントローラの相互運用性
ハードウェアコンポーネントの数を削減

重複するエンジニアリング作業を削減

システム試運転前のオフライン情報交換
試運転時間とリスクを削減

エンジニアリングツールを必要としないシステム試運転
コミッショニングスキルのニーズを削減

基盤となるハードウェアからのインターフェースの抽象化
制御戦略の柔軟性の向上

OPC UA for field level communicationが目指す世界
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コントローラ間通信(C2C)



さまざまなベンダーやエコシステムのデバイスの相互運用性
ハードウェアコンポーネントの数を削減

重複するエンジニアリング作業や事前検証を削減

機械設計時点でのオフライン情報交換
機械の試作削減、立ち上げ試運転時間とリスクを削減

開発期間の短縮、現地での垂直立上げ

機械のユニット化モジュール化加速

統一したツールによる機械の試運転
コミッショニングそのものも削減

アプリケーションを出発点にするデバイスの抽象化
高度なアプリケーションへの柔軟性の向上

OPC UA for field level communicationが目指す世界
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コントローラーデバイス間通信(C2D)



OPC UA for field level communicationが目指す世界

統一されたIIoT オープンなITチャレンジ グローバルなエコシステム

オートメーションシステムの真の民主化
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ユースケース
OPC UA over TSN

19



どこまで来ているか
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コントローラ間通信

PubSub

Standard

TSN

Standard

→関連する規格は完成
→多くの企業の経験、要件、知識が盛り込まれている
→メンバーが協力して実現に取り組んでいる

OPC UA over TSN



Nominal value speed axis 1 

Nominal value speed axis 2

Nominal value speed axis 3

ACTUAL value Speed axis 1

ACTUAL value Speed axis 2

ACTUAL value Speed axis 3

Asset status

Status axis 1

Status axis 2

Status axis 3

Temperature axis 1

Temperature axis 2

Temperature axis 3

Status door switch 1

Status door switch 2

Status door switch 3

OPC UAとともにドアを開く
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コントローラ-デバイス間通信へ

同期サーボ軸

OPC UA OPC UA OPC UA

PubSubPubSub

TSN

データ収集 コントローラ間通信



既存フィールドバスでの限界
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…

…

…

既存フィールドバス

…

…

…

既存フィールドバス

→ PLCにおけるCPUの負荷
→ネットワークが巨大で複雑化
→既存フィールドバスの帯域幅

課題



機械はモジュラーシステムへと進化
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…

…

…

…

…

ベース モジュールA モジュールN…

…

…



モジュラー化によるメリット
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CPUの負荷分散

…

→モジュラーごとの追加、改善
→ CPUの負荷分散
→ネットワーク管理単位を容易に
→モジュールごとのプログラム開発とテスト

お客様のメリット

ベース モジュールA モジュールN



インターフェースの定義にはコストがかかる
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モジュラーマシン

モジュール
1

モジュール
2

モジュール
3

エンドユーザーインターフェース

機械

→内部通信インターフェースの説明と定義に時間がかかる
→個別のネットワークの構築、保守、診断にはコストがかかる
→テストと顧客への納品に時間のかかる

課題



接続デバイスとしてのOPC UA over TSN
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モジュラーマシン

モジュール
１

モジュール
２

モジュール
３

機械

→インターフェイスの統一された記述
→ケーブル配線の労力が半減
→より明確なメンテナンスと診断
→業界標準の活用

お客様のメリット

エンドユーザーインタフェース



機械のコンパニオン仕様

Machine 2

ロボット

Machine 1

包装機械

Machine 3

射出成型機

Robotics



インフォメーションモデル(IM) 比較

コンパニオン仕様 vs. 一般的なインフォメーションモデル

コンパニオン仕様
(射出成型機)

標準化された構成

変数

データタイプ

統合メソッド

一般的なインフォメーション
モデル



インフォメーションモデル–メソッドコール

メリット

• コンパニオン仕様で標準化されたメソッド

• プログラム済みのプログラムセクション

例: Euromap 83 

• メソッド: 

• EnableAutomaticRun, 

• DisableAutomaticRun

• メソッド入力パラメータ: 

• mould is installed

• JobData available

• Injection Units is present

• Temperature Zones ok 



フィールド機器のコンパニオン仕様

フィールド機器のOPC UA インフォメーションモデル

OPC UA インフォメーションモデル

クライアント
サーバ

パブリッシュ
サブスクライブ

TSN ベストエフォート

I/O

フィールドバスインフォメーションモデル
＋管理

モーション セーフティ

標準の OPC UA

OPC UA over TSN

Security



コントローラ間通信 (出版者 / 購読者)

ドラッグアンドドロップで簡単設定

IM IM 

プロセス変数
マッピング

購読者マッピング コントローラ 2コントローラ 1

OPC UA ネットワーク アドレス空間

OPC UA 

サーバーアドレス空間

OPC UA 

サーバーアドレス空間



オーバービュー



@ B&R
OPC UA over TSN

33



コントローラ

リリース予定のハードウエア

高速マシン立ち上げ

自動構成

柔軟性、モジュラー化

Gbit イーサネット



OPC UA over TSN とエンジニアリングツール

Automation Studio

ABB AbilityTM

完全に統合

➢ オートメーション部品のドラッグアンドドロップ

➢ すべてのパラメータの自動設定

➢ TSNを介したPOWERLINKとOPC UAの共存

オンボードOPC UAコンパニオン仕様

統合されたサイバーセキュリティ

➢ 安全なマシンネットワーク

➢ 役割と権利の管理

➢ 証明書の取り扱い

センサーからクラウドへの一貫した通信

77

79

83

88
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2018年のSPS展示会でB&Rからデモを展示

1 PLC

200 デバイス

1 画面

5 HD カメラ (ビデオストリーミング)

リアルタイム性の保証と
チラつきの無い映像の転送

100 ns(0.1 μs)時刻同期性能

100 µs サイクルタイム

50 µs スレーブ間の通信



操作画面で設定→

追従モード (同期・非同期)

デモ停止、リセット
(スクリーン中央をタッチ)

モーション付きの機械2台と
I/Oのアプリケーション→

世界初のB&R OPC UA over TSNデモ機

産業オープンネット展2019で初展示

 コントローラからI/Oデ
バイスへ接続



弊社のホームページ、ぜひご訪問ください
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www.br-automation.com



OPC UA day Japan 2020

ご清聴ありがとうございました

Thank you!!


