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Sercosへの近道 I 序文

Sercos

The Quick Route to

Sercos® は市場で最もパワフルなイーサネットベースのリアルタイム通信シス
テムの一つです。ハイエンドのファクトリーオートメーションシステムの要件に
も応えることができます。
Sercosインターフェースを実装するための多様なオプションがあります。デ
バイスメーカーであれば、社内開発を選択可能です。開発協力も可能で、そ
のサービスプロバイダーの基本コンポーネントと知識を利用できます。
ま
た、Sercosの機能をカプセル化した完成モジュールは複数の企業から提供さ
れています。
このパンフレットに記載されている情報と、長年にわたり通信インターフェー
スに携わる経験をもつ企業の中から例として選択した各社の紹介記事をご覧
いただくことで、デバイスメーカーである皆様のプロジェクトに最適なソリュー
ション探しをお手伝いいたします。
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優位性と利点

機械エンジニアとユーザのための幅広い優位性

実績
■■

■■

■■

(IEC 61784, IEC 61158, IEC 61800-7).

■■

完全な前方互換(後発仕様が先発仕様に対応)で、長期にわた
る投資を保証

■■

信頼性

Sercos はオープンな国際規格

■■

オートメーションシステムの主要サプライヤーが、幅広い製品
Sercosの技術は多くの産業、特にハイエンドなアプリケーショ

1マイクロ秒を遥かに下回る精度の同期により、Sercos ネットワー
ク全体のディタミニスティックな同期通信が可能
Sercosによりフェイルセーフ通信が可能：
ケーブル故障が25 μs以内に検知されることで、データ損失は

ポートフォリオでSercosを支持
■■

冗長なデータ伝送により、マシンとプラントの高い可用性を確保

最大1サイクル
■■

銅または光ファイバー製の頑丈なケーブル

ンで幅広く採用
■■

■■

400万以上のリアルタイムノードが現在50万以上のアプリケー

経済的

ションで使用 - そしてその数字は日々増加

■■

イーサネット標準 IEEE 802.3 物理層とプロトコルに使用

Sercosエネルギー：エネルギーをセーブし、同時に生産性を最
大化

■■

シンプル

マシンコントロールはコンポーネントをアイドルモードに設定
可能

■■

Sercosデバイスは容易に設定と使用が可能

■■

デバイスの物理的な順序と2つのSercosポートへの接続順に

■■

デバイスとトポロジー内のデバイス位置を自動認識するため

柔軟性

メンテナンスが容易

■■

■■

高速で効率的なデータ伝送により、
より短いサイクルタイムとより
高い出力が可能

関わらず、ケーブルを容易に接続可能
柔軟なネットワークトポロジー（リング、
ライン、
スター/ツリー構
造）

高速
■■

（100 Mbps 全二重）
■■

■■

ファーストイーサネットを使用することで高速

あらゆるタイプのオートメーションデバイスのデバイスプロファ
イルを総合的に選択

■■

短い実行時間：総和フレーム手順、オンザフライ処理、
ダイレク

革新的な通信機能、例えばダイレクト相互通信やリング冗長など
の革新的な通信機能

ト相互通信により、ネットワークの実行時間を最小限に短縮
■■

設定可能なサイクル時間：通信サイクルは 31.25 µs ～ 65 ms

安全

以内で設定可能 - 同期精度 1 μs未満

■■

IEC 61508準拠のSIL3までの安全ファンクションをCIP Safety on
Sercosで実装可能

効率性
■■

リアルタイムと同期特性に影響を与えずにホットプラグが可能

■■

総和フレーム手順と多重送信による帯域幅の最適使用

■■

イーサネットベースのプロトコル（TCP/IP 通信を含む）はすべ
て同一ケーブルを使用して同じ通信サイクルで伝送可能

■■

安全関連と非安全関連データを同一ケーブル上で伝送

■■

CIP Safety のルーティング機能により、ネットワーク境界の外で安
全通信が可能

独立性
■■

Sercos技術はメーカから独立している ユーザ団体 Sercos International e.V. がすべてのSercos技術の権利を所有

■■

仕様はマルチベンダーのワーキンググループにより維持・開発

■■

すべての仕様は自由に使用できる

■■

Sercos技術を利用するには必ずしも会員になる必要はない
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分析

Sercosインターフェースの開発を始める前に、
コンポーネントメーカはまず
Sercosの基本的な動作を理解する必要があります。基本には、Sercos IIIネット
ワーク
（ケーブリング／トポロジー）設定、
フェーズランアップ、
リアルタイムと他
のデータを交換するメカニズム、マスター/スレーブデバイス間の役割設定、そ
してネットワーク全体の同期のプロシージャがあります。
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ファーストイーサネット IEEE 802.3 ( 100 Mbit/s)
Sercos のシステムのアーキテクチャー
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Sercosの動作原理は、→ Sercos III パンフレットに説明があります。基
本、伝送手順、
システムアーキテクチャ、Sercosの特徴について、同パン
フレットに明確に記載されています。
この内容は eラーニングシステム
でもご覧いただけます。
正確なオペレーションや技術の詳細については、Sercos 仕様書をご
plug and play – Sercos,
the automation bus

覧ください。PDFドキュメントの電子媒体でもご利用いただけます。

この他に、オンライン仕様書→ Sercos Wiki (https://wiki.sercos.org)
があります。
これは総合的な参考図書として、
また開発のための理想的
なドキュメントとしての実績があります。各種ユーザーガイドもSercos
Wikiからダウンロード可能です。
これに含まれるテーマにはSercosIIか
らの移行、診断、認証、ハードウェアなどがあります。

Sercos Wiki

Sercos International は定期的に、Sercosに関心のあるグループ向けに包括的な情報を提供するために、以下のイベント
を開催しています：
■■

ユーザセミナー
ユーザーセミナーでは、Sercosの一般的な動作概要、
アプリケーション概要、実装オプション、製品範囲とプロバイダーに
ついての一般的な情報をお伝えします。

■■

開発セミナー
開発セミナーでは、Sercos の技術的な動作について解説します。
また、利用可能なハードウェアコンポーネントとそれを
フィールドデバイスに統合する最良の方法を説明します。
さらに、認証プロセス、試験と認証ツールについてもご説明し
ます。

■■

ウェビナー
Sercos International はテーマ毎にオンラインセミナーを開催しています（例：エネルギー、安全、統合インフラ）。
セミナーの参加に必要なのはインターネットに接続するコンピュータだけです。セミナーは通常1時間程度です。

■■

ユーザーコンファレンス
プロバイダーやユーザは年に1回、Sercosユーザー会議で現在のテーマやトレンドについて学び、議論します。

Sercos International によるイベントや eラーニングのほかにも、優れた複数の研究拠点やサービスプロバイダで、セミナ
ーや顧客専用の Sercos トレーニングを開催、提供しています。
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実装

Sercosインターフェースを実装・統合する前に
通常、事前に以下の情報を収集します
■■

実現可能な基本的接続は何か?

Sercos と互換性のあるハードウェアとソフトウェアコンポーネントを提供し
ているメーカーはどこか?

■■

■■

開発に利用できるツールは何か?

Sercosデバイスの統合、試験、認証をサポートしているサービスプロバイダ
ーはどこか?

■■

実装に必要な通信プロトコルファンクションやファンクションプロファイルは何
か、オプションはどれか、テストや認証プロセスはどのようなものか、なども実
装を開始するにあたりよくある質問です。
上記質問について、
ここで解説します。
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コントローラーと通信モジュール

IPソースコード用（例：ASIC開発用）のライセンスもあり

FPGAコンポーネント、ASIC、統合Sercos機能をもつマイク

ます。
この場合、
プロジェクトにフォーカスした適したライ

ロプロセッサーが、幅広いハードウェアオプションとして利

センスが同意されます。
メンテナンスと技術サポートは

用できます。

Automata社が提供します。
コントローラーの種類

EasySlave を使うと、特に時間を節約した、安価な実装が可
Ethernet IC

ASIC

マイクロ
プロセッサ

デバイスの種類

FPGA

能です。FPGA ベースの EasySlave は、エンコーダ、計測プ

マスター (ハード)
マスター(ソフト)

ローブ、
またはバルブターミナルなどの単純なペリフェラル
I/O に使用できます。
これを実現するために、追加CPUを必
要とせず、最小限の開発と統合費用でスレーブデバイスに
統合可能なシングルチップ実装が使われます。EasySlave
の メンテナンスと技術サポートは、
ドイツ、エスリンゲンの
Steinbeis Transfer Center(シュタインバイストランスファー
センター)が 提供します。

スレーブ

FPGAベースのコントローラのほかにも、様々なメーカがさ
EasySlave
マスター/スレーブ接続用コントローラ

まざまな機能や性能をもつASICやプロセッサソリューショ
ンを提供しています。なかには、ハードウェア関連のSercos
機能を持つだけの単純な通信コントローラもあります。ハ

スレーブ側では、通常、高速テレグラム処理、同期、
トポロ

ードウェア関連のSercos機能に加え、その他のコントローラ

ジースイッチング、イーサネットノードの直接結合、ホット

も他のインタフェースやユーザロジックを内蔵しています。

プラグ、
ダイレクト相互通信をする専用ハードウェアを使用
します。

デバイスメーカーは、Sercos コントローラを自分のハード
ウェアに統合するか、既存製品や通信モジュールを使用す

マスター側では、専用ハードウェア
（「ハードマスター」）
ま

ることもできます。前者の選択肢は、
より多くの開発コスト

たは、代わりに標準イーサネットコントローラー（「ソフトマ

が必要ですが、製造コストを最適化します。後者は、開発フ

スター」
）が使用されます。

ェーズを大幅に短縮しますが、製造コストの増大につなが
ります。

Sercos III 用 FPGA コンポーネントの各種バージョン
は、Altera、Lattice 、Xilinxの各社 が提供しています。

標準PCには既成の拡張カードを装備できます。
自身にCPU

FPGAコンポーネントは、単純にSercos III 通信コントロー

をもつアクティブボードとCPUのないパッシブボードの両

ラとして、
また統合SercosⅢロジックをもつユニバーサル

方を利用可能です。
カードにはPCIなどのPCバス経由で接

SOPCソリューション（プログラマブルなチップ上のシステ

続します。
ソフトマスターが実装されていると、
「オンボー

ム）
としても利用できます。

ド」のイーサネットコントローラが利用可能です。

FPGAコンポーネント用IPコアは、ネットリストまたはビ

様々なメーカから評価用キットやスターターキットをサン

ットストリームとして Sercos International からライセ

プルコードと一緒に提供されているため、Sercosインタフェ

ンス提供されます。他のライセンスモデルも利用でき

ースの開発に着手しやすくなっています。

ます（一括払いまたはランタイムライセンス）。Sercos
International、Sercos North America または Sercos Asia
のメンバー企業は割引サービスを受けられます。
ご希望さ
れるメーカーには、価格表とライセンス契約書(署名が必
要)をお渡しします。

07

Sercosへの近道 I 実装

ドライバーソフトウェア

CIP Safety on Sercos デバイスをシンプルに迅速に開発

ドライバーソフトウェアはコントローラをデバイスロジック

するために、事前認証済みプロトコルソフトウェアを利用

に接続するために使用されます。関心のあるグループはこ

できます。
このソフトウェアは、Sercos デバイスだけでなく

れを独自に開発したり、
メーカからライセンスを入手可能

EtherNet/IP デバイスにもSIL３までの適切な安全ロジック

です。
自社開発の場合、オープンソースソフトウェアとして

と合わせて装備することができます。

使用可能な様々なベーシックドライバーを利用することが
できます。

この安全プロトコルソフトウェアでは、SMP（Sercosメッセ
ージングプロトコル）が使われ、CIPデータとサービスをSer-

以下のオープンソースソフトウェアが利用できます：

cos テレグラムの設定済み周期データコンテナにマッピン
グすることが可能です。CIP safety プロトコルソフトウェア

■■

共通 Sercos マスターAPI (CoSeMa)

のモジュラー構造により、Sercos と並行して EtherNet/IPデ

このマスターファンクションライブラリには、初期化、
フェ

バイスを制限なく使用できます。
このためデバイスメーカ

ーズシーケンシング、
タイミング計算、周期/非周期通信

ーの開発費と投資リスクが最小限におさえられます。

用機能のための、APIルーティンがあります
Sercos と EtherNet/IP のプロトコルソフトウェアのほか
■■

■■

Sercos インターネットプロトコルサービス（IPSS)

に、IXXATが提供するソフトウェアパッケージには安全マニ

このソフトウェアには、各種の S/IP プロトコルサービス

ュアルとユニット試験が含まれています。ANSI-Cコード用

を実装するために必要な情報が含まれています。これ

のすべてのコンポーネントが利用可能なため、労力をかけ

によりSercos デバイスによるデータ交換が可能なため、

ずにカスタマイズされた安全プラットフォームに移行でき

セットアップ、
リモートメンテナンス、診断のために、予め

ます。付属のユニット試験は、安全プラットフォームへの移

Sercos マスターやSercos 通信を初期化する必要はあり

行後に必要なCIP safety プロトコルソフトウェアの再認証

ません。

を容易にします。

Sercos UCC イーサネットネットワークドライバー

IXXAT 社は、初期のアドバイス、
コードと統合ワークショッ

イーサネットネットワークドライバーのサンプルコードに

プの紹介、顧客専用ハードウェアと安全ソフトウェアのソフ

より、CoSeMa API 経由でUCチャンネルと TCP/IP スタッ

トウェア統合のサポート、そしてデバイスの認証について

クを接続します。
これにより、
どの TCP/IP プロトコルでも

CIP safety ソフトウェアに関するサービスを提供していま

並行してSercosリアルタイムプロトコルに伝送できます。

す。

多くのメーカーからマスターとスレーブのデバイスロジッ

ツール

クを接続するための完成したドライバーソフトウェアが提

開発で使用できる各種ツールも利用可能です。次の一覧に

供されています。
これらのドライバーの中には、補助的なハ

記載されている以外にも、各メンバー企業やサービスプロ

ードウェアコントローラから独立しているものもあります。

バイダから、追加設定、テストツール、開発ツールが提供さ

また、特定のハードウェア実装と連携され最適化されてい

れています。

る場合もあります。
Sercos モニター
Sercos モニターは、Sercos IIIネットワーク用のパワフルな
診断ツールで、Sercosの ホームページから無償でダウン
ロードできます。SercosIIIネットワークのデータ通信量を包
括的に詳細に分析することが可能です。
Sercos モニターのサポートするOSは、Windows XPと7
です。
このツールは、WinPcapインタフェースをベースと
し、pcapフォーマットで保存されたネットワークの記録を過
去に遡って評価でき、
またネットワーク通信量のリアルタイ
ム分析が可能です。Sercos III の特徴であるユーザフレンド
リーなインタフェースとオーバービュー機能には、
トポロジ
Sourceforge.net から提供する Sercos 用オープンソースドライバソフトウェア
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ー、通信フェーズ、サービスチャンネル伝送がありますが、
こ

可能です。

れらにより、分析プロセスを迅速に開始しターゲットに焦点

Sercos lllテストマスターは、Sercosスレーブ接続のための

をあてることができます。

完成した試験・開発環境として提供されます。
アクティブPCI
Sercos lllインタフェースカードと、
リアルタイム拡張を追加

経験を積んだユーザも自分で使用できる広範囲のプロト

せずにWindows XPで実行するオリジナルリファレンスソフ

コルや分析機能をもっています。各種のビューやフィルタ

トウェアから構成されます。

ーにより、Sercos III リアルタイムテレグラムと、ユーザの要
件に一致するよう調整された他の Ethernet テレグラムの

スレーブコンフォマイザー

評価が可能です。必要に応じて、ユーザがユーザ専用のプ

Sercosスレーブコンフォマイザーは、
スレーブ実装の正式

ラグインを使ってSercosモニターの機能を拡張することも

な適合試験に使われ、公式認証のベースになっています。

可能です。

メーカーはこれを購入することで、開発フェーズで製品が
仕様に適合していることを確認したり、開発期間を通じて全
面的な品質制御検査を実施できます。
これにより、開発期
間を短縮し適合試験を最適化できます。Sercos コンフォマ
イザー では、試験ハードウェア にPCI プラグインカードを
使用します。試験のケースはスクリプト言語で設定し自動的
に実行することができます。試験結果はプロトコルドキュメ
ントとして提供され、直ちに適合を証明するために利用可
能です。
スクリプト言語と設定可能なID番号ベースのデー
タにより、
シナリオを容易に適合・拡張して、
メーカー専用
試験を統合できます。

マルチスレーブ エミュレーター
PCベースの Sercosマルチスレーブエミュレーターでは、
マルチスレーブデバイスを使ってSercosネットワークをエ
ミュレーションできます。
このツールのサポートするOSは
Windows XPと Windows ７で、Automata社のアクティブ
Sercos PCI プラグインカードを使用しています。ユーザーフ
レンドリーなインタフェースにより、Sercosネットワーク全
体と、接続されたSercosスレーブデバイスをエミュレーショ
ン可能です。エミュレートされたSercosデバイスは自由に
設定できます。物理デバイスから利用可能なパラメーター
を読みとりそれをマルチスレーブエミュレーターにインポ
ートすることにより、個々のデバイスのエミュレーションも、
ネットワーク全体の設定と同様に最小限の労力で実行可能
になります。
テストマスター
Sercos International はSercos IIIスレーブデバイスの互換
性を保証するためのテストマスターを提供しています。
この
リファレンスソフトウェアは、Sercos IIIスレーブの実装が正
しく行われ、異なるメーカーのスレーブ同士に互換性と相
互運用性が確保されることを支援します。
これを使用するこ
とで、最少限の時間とコストでスレーブデバイスの認証が
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認証

開発が完了した製品は、非常に詳細な試験方法で公認ラボで試験され、適合
試験に無事合格すると該当する試験合格証を与えられます。
同一の Sercos ハードウェアとファームウェアを持つ製品ファミリーには、認証
されたデバイスが１つあれば十分です。
メーカーの宣言に基づいた要求があ
れば、そのデバイスファミリーで別のデバイスを認証することが可能です。

Sercos スレーブの適合試験は Sercosスレーブコンフォマ

CIP Safety on Sercosデバイス（オリジネーターまたはター

イザーにより自動的に実行されます。
これはメーカーが開

ゲット）での安全関連メカニズムを認証するには、Sercos

発フェーズ中に製品を仕様に合わせる試験を行ったり、総

マスターまたは Sercosスレーブとして認証に合格している

合的な品質コントロールを実施する際の開発を支援するな

ことが必要です。

どの目的でも購入できます。
プラグフェスト

10

Sercos マスターの適合認証試験は、異なるリファレンスや

通常、年に2回、参加費無料で プラグフェストを開催します。

試験スレーブと相互作用する際にマスター機能が正しく動

この2日間のイベントを通じて、開発者や Sercos の専門家

作しているかどうかを確認するチェックリストを使って実行

が、他の通信参加者とともに異なる設定でのプロトタイプ

されます。

や新製品の徹底的な試験を行うために集います。
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M/S

Bosch Rexroth

M

M

Hilscher

M/S

M/S

M/S

HMS

S

S

S

ISW / FISW

M/S

M/S

M

M/S

Lattice
Steinbeis
Transferzentrum

M/S
M/S

M/S

Texas Instruments
Xilinx

M/S

M/S

M/S

M/S

M

M/S

M/S

M/S

M/S

M

M

M/S

M/S

S

M/S
S

M/S

M/S
S

M/S

IXXAT
Kunbus

M/S

公認検査機関

M/S

認証サポート

M/S

開発・試験ツール

M/S

PCプラグインカード

M/S

ゲートウェイ

M/S

組込みモジュール

Automata

スターターと評価キット

ドライバーソフトウェア
M/S

Sercos の CIP safety
プロトコルスタック

チップ、ASIC、FPGA、
マイクロコントローラ
M/S

サプライヤー

M/S

Altera

開発支援

プロバイダー/メーカー

コンサルティング/トレーニング

各プロバイダーの提供範囲

M/S

■

S

■

S
S

S

S

S

S

S

M/S

M/S

M/S

M/S

S

S

M/S

M=マスター、S=スレーブ
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Altera

Altera Corporation (NASDAQ: ALTR) 社は、
プログラマブ

電子デザインの次への進化を着実に進めながら、Altera®

ルロジックソリューションのパイオニアで、
システムと半

のリプログラマブルソリューションは、ハイリスクなASIC開

導体企業を、市場で迅速にコスト効率良く革新・差別化

発、柔軟性のないASSPとデジタル信号プロセッサにない、

を図ることを可能にすることで成功してきました。Altera

迅速な市場投入と優位性を供給します。Altera はこれまで

は、FPGA、SoC、CPLD、ASIC を、
ソフトウェアツール、知的所

プログラマブルロジック製品が取り組んできた市場よりも

有権、組込プロセッサおよび顧客サポートと組み合わせて

さらに幅広い市場に価値を提供しています。半導体製造の

提供し、世界中の13,000を超える顧客に価値の高いプログ

パートナーであるTaiwan Semiconductor Manufacturing

ラマブルソリューションを提供しています。Altera は、1983

Company（TSMC）のような業界トップの技術サプライヤー

年に設立され、2010年の収益は10億9500万USドル。本社

と協力な長期にわたるパートナーシップを維持することに

をカリフォルニア州 サンノゼに置き、19カ国で約2,600名の

より、Altera の顧客には品質と期限通りの納品が保証され

従業員がいます。

ています。Altera はクラス最高のEDAベンダーのツールを
利用し、
自社の配置配線ソフトウェアを強化しています。
ま
た、国際的な流通ネットワークを活用して世界中の顧客に
サービス提供しています。
この大成功を収めたビジネスモ
デルにより、Altera はそのコアコンピタンスである
「お客様
に最大限の価値を提供する最先端のプログラマブル技術
の開発と展開」に焦点をあてることが可能なのです。

Altera Corporation
Holmers Farm Way
High Wycombe – HP 124XF
U.K.
:+44 1494 602000
:+44 1494 602001
www.altera.com
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AUTOMATA GMBH & Co. KG

強力な持ち株会社の1員である Automata

当社はエンジニアリングのほかに、世界的に有名なメーカ

Automata 社はCANNON グループの子会社です。CAN-

ーのコントローラ、I/O システム、
ドライブ、産業環境用通信

NON は幅広い産業にエンジニアリングソリューションを世

技術を使うその他のオートメーションデバイスを供給して

界的に供給している企業です。現在の事業領域は、
プラスチ

います。
また、イーサネットベースのリアルタイム通信を専

ック加工技術 (ポリウレタン、熱成形、複合材料)、エネルギ

門とし、
この分野では、必須の基本技術に関する主要なプ

ーと環境技術装置、
アルミニウムダイカスト機、オートメー

ロバイダーの1社です。OEMの顧客を、実装コンセプト段

ション技術などです。

階から、
アセンブリ全体や通信デバイスの受注生産までサ
ポートします。

制御 - 運用 - ビジュアル化 - 通信
CANNON-Automata はオートメーション装置を製造する

パートナーシップで動く

グローバル企業で、
ドイツとイタリアに開発・生産施設を有

専門経験が長く徹底した顧客中心主義の独立民間企業で

し、中国とブラジルに自社のサービス営業所があります。製

ある CANNON Automata は、
メカニカルエンジニアリン

品範囲には、
コントローラ、産業PC、HMIデバイス、産業環

グの信頼できるパートナーです。
コスト効率よく方高品質

境用イーサネットベース通信ハードウェアとソフトウェアコ

基準で技術上の問題解決が必要なら、当社は最適なパー

ンポーネントがあります。当社はメカニカルエンジニアリン

トナーです。CANNONグループを通じて、Automata には

グのためのカスタムオートメーションシステムを専門とし

世界的なサービスとサポートセンターがあります。そのた

ています。当社の実績ある製品は、徹底した顧客中心の考

め、顧客だけでなくエンドユーザも、当社のグローバルな

え方とカスタマイズソリューションの開発により長年にわた

存在によりメリットを得られます。

り積み上げてきた専門知識と合わせて、市場の要求に即座
に対応する能力を与えてくれます。
これにより、顧客の利益
に対して最大の柔軟性と効率性に達成しました。個々の製
品から大規模シリーズまで、顧客のニーズが常に当社の活
動の中心にあります。

AUTOMATA GmbH & Co. KG
Gewerbering 5
86510 Ried
Germany
:+49 8233 7916-0
:+49 8233 7916-99
info@automata.de
www.cannon-automata.com
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Bosch Rexroth

経済的、精密、安全、エネルギー効率：Bosch Rexroth 社の

SERCANS

ドライブ技術とコントロール技術は、大きさを問わずあら

SERCANS III モジュールは、
コントロールユニットにSercos

ゆる機械とシステムを機能させます。同社は、モバイルアプ

IIIのシンプルでコスト効率の良い実装を提供します。明確

リケーション、機械応用エンジニアリングとファクトリーオ

な配列メモリインタフェースを搭載したマスター接続によ

ートメーション、および再生可能エネルギーの市場セグメ

り、
コントロールユニットでの Sercos の実装を大きく簡素

ントで、
グローバルなアプリケーションの経験をあわせて、

化し生産性を高めます。

革新的コンポーネントのほか、オーダーメードのシステム
ソリューションやサービスを開発・提供していますまた、油
圧式電気ドライブとコントロール、空気圧式技術、ギア技

■■

Sercos IIIと EtherNet/IP デバイスは同一のRJ45ポートで
接続が可能

術、そしてリニアモーションとアセンブリー技術をワンソー
スで自社顧客に提供しています。80カ国以上で37,500人以

■■

ペリフェラルデバイス間の相互通信

上のスタッフにより2012年の売上収益は約65億ユーロで

■■

デバイスのデカップリング

した。詳細については、www.boschrexroth.com をご訪

■■

冗長機能

問ください。

■■

異なるプロデューサーサイクルタイムのある低速および

Bosch Rexroth は Sercos International e.V. のアクティブな

■■

最小サイクルタイム125 µs

メンバーであり、
「Sercos – オートメンションバス」の拡大と

■■

複数モジュールを同期

技術改良のための各種技術ワーキンググループ（TWG) に

■■

OSに非依存

貢献しています。

■■

ホストへのデータ交換は、4MBデュアルポートメモリで実

高速通信

行し、モジュールには2ポートスイッチ、
コネクタ、LED、7
分割ディスプレイなどのネットワーク固有の全コンポー
ネントが含まれています。.

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr
Germany
www.boschrexroth.com
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Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH 社は産
業通信用製品の主要プロバイダーです。
同社は1986年に Hans-Jürgen Hilscher 氏により設立され
ました。
「当社はエレクトロニクス開発と制御技術（SPC)に
重点的に取り組む小さな専門家チームとしてスタートしま
した。それが有能なメカニカル・プラントエンジニアリング
のサービスプロバイダーとしてのキャリアの始まりでした」
とこの創業者は振り返ります。
同社の従業員は現在約250名です。子会社（中国、
フランス、
インド、イタリア、
日本、韓国、
スイス、
アメリカ）
とパートナー
を含め、世界中に拠点があります。
Hilscher GmbH（本社：ドイツフランクフルト付近のハッタ
ースハイム）は、ISO 9001準拠のビジネスプロセスの認証
を取得し、エンジニアリングに創造的自由を与えることによ
り、産業通信技術のプロフェッショナルで有能なパートナー
として課題に取り組んでいます。

Hilscher Gesellschaft für
Systemautomation mbH
Rheinstr. 15
65795 Hattersheim
Germany
:+49 6190 9907-0
:+49 6190 9907-50
info@hilscher.com | www.hilscher.com
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HMS Industrial Networks GmbH

HMSインダストリアルネットワークス社は、産業通信用製品

開発・製造はスウェーデンのハルムスタッドにある本社で

の主要な独立サプライヤーです。HMSはオートメーション

行っています。中国、デンマーク、
フランス、
ドイツ、イタリア、

デバイスやシステムを産業ネットワークに接続するソリュ

インド、
日本、イギリス、およびアメリカにある支社、そのほ

ーションを開発、製造しています。

か50カ国以上の販売代理店が、ローカルセールスとサポー
トを行っています。HMSはストックホルムの NASDAQ OMX

HMSは以下の分野で製品を販売しています：

北欧証券取引所に小容量情報技術カテゴリーで上場して
います。

Anybus® の組込ソリューション、顧客デバイスに統合され、
あらゆる産業ネットワークへ接続性を提供しています。
IXXAT 組込ソリューションは、産業コンポーネントとシステ
ム間通信を可能にします。
Anybus® のゲートウェイソリューションは、デバイスとネット
ワークまたはネットワーク同士の接続を提供するスタンド
アロンの通信モジュールです。
Netbiter® Remote Management ソリューションでは、ユー
ザが自分のデバイスを遠隔で監視、制御できます。

HMS Industrial Networks GmbH
Emmy-Noether-Str. 17
76131 Karlsruhe
Germany
:+49 721 989777000
:+49 721 989777010
info@hms-networks.de
www.anybus.de | www.netbiter.de
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ISW Institut für Steuerungstechnik

ISW - シュトゥットガルト大学工作機械・製造装置制御エンジ

ーが製造した Sercos デバイスの互換性と相互運用性の確

ニアリング研究所

保を目的としています。Sercos デバイスの試験と認証と同

ISW は1965年にシュトゥットガルト大学に「工作機械Bの椅

様に、CIP Safety on Sercosデバイスについても実施しま

子」
という名前で設立され、その分野で最も名高い研究機

す。ISWの専門家は、異なるSercos技術ワーキンググループ

関の一つとなりました。

に参加し、他のSercosのメンバーとともに機能開発を推進

2005年以来、博士(工学) 名誉博士

教授Alexander Verl

して Sercos International をサポートします。

がこのグループのディレクターを務めています。
Sercos 試験ラボと ISWの適合認証センターは、適合認証
40年以上の歴史の中で、研究所の研究開発分野の数と種

を目的に、Sercosマスターデバイスを認証するマスターコ

類は着実に増えてきました。主な分野には、制御技術とオー

ンフォイザーと、Sercosスレーブデバイスを認証するスレ

トメーション用の他のコンピュータ支援手法の開発と応用

ーブコンフォイザーを開発しました。Sercos コンフォイザ

を中心に、
シミュレーション技術や、
ドライブと機械コンポ

ーは、認証プロセスだけでなく Sercos デバイスの開発と

ーネントが含まれています。研究所は4部門に分かれ、それ

実装にも利用可能です。
さらに、Sercosネットワークエミュ

ぞれが多様な活動をしています。
「システム計画と技術手法」

レーターが開発されたことで、Sercos マスターを、複数の

「産業制御エンジニアリング」、
「ドライブとコントロールエ

Sercosデバイスが接続されたエミュレーションネットワーク

ンジニアリング」、
「機械エンジニアリング」、あわせて
「メカ

に接続できるようになり、
またマシン運動学や論理機能を

トロニクスシステム」の部門同士が密接な協力関係にある

シミュレーションすることもできます。

ことが効率的なプロジェクト管理に不可欠です。
コントロール、オートメーションシステム、そして工作機械
特にコントロールシステム、
フィールドデバイス、およびサ

分野の幅広い概観や実質的な基本研究を背景にもつ ISW

イバーフィジカルシステム（CPS)の制御アーキテクチャと

は、革新的なプロジェクトと新たな技術的課題のパートナ

通信インタフェースは、複数の研究プロジェクトや企業と連

ーとして理想的です。

携して重点的に取り組まれています。2001年4月以来、
シュ
トゥットガルト大学の工作機械・製造装置制御エンジニア
リング研究所 (ISW) は、Sercos International e.V.から公認
され、国際規格 IEC/EN 61784/61158 (Sercos通信プロフ
ァイル) とSercos ドライブプロファイル IEC 61800-7 に準
拠する、Sercos デバイスの適合認証試験を実施していま
す。適合認証試験は、多数のベンダー環境で異なるベンダ

ISW Institut für Steuerungstechnik
Seidenstr. 36
70174 Stuttgart
Germany
:+49 711 685-82462
:+49 711 685-82808
armin.lechler@isw.uni-stuttgart.de
www.isw.uni-stuttgart.de
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IXXAT Automation GmbH

IXXAT 社は、組み込みシステムソリューションとデータ通
信技術の統合における主要な専門企業です。IXXATの技術
は、産業イーサネット、CAN、そして安全に焦点を当ててい
ます。
Sercos向けには、当社の産業イーサネットモジュールは
Sercosインタフェースを顧客専用デバイスに迅速に容易
に統合するソリューションを提供します。
さらに、当社の
Sercos 用CIP Safety ソフトウェアにより、SIL-3までの IEC
61508 準拠の安全アプリケーションの開発が可能です。
IXXAT は信頼の高いパートナーとして、幅広いハードウェア
とソフトウェア製品の他に、産業オートメーション用の顧客
専用ハードウェアコンポーネントとソリューション、
また試
験と計測アプリケーションを開発、販売しています。IXXAT
は、
コンサルティング、
トレーニング、
システムデザインなど
の幅広いサービスで顧客をサポートする、経験豊富な開発
パートナーです。現在80人のスタッフを雇用し、25年以上に
わたり、特に機械、
自動車、輸送システム、医療デバイスの
分野で国際的に活動してきました。そのため、
自社の子会
社、営業所、そして広い販売ネットワークをもっています。

IXXAT Automation GmbH
Leibnizstr. 15
88250 Weingarten
Germany
www.ixxat.com
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KUNBUS GmbH

KUNBUS GmbH – 産業通信のパートナー

当社の開発者は、最善で最も効率的なソリューションを見

KUNBUS GmbH は、着実に成長する産業ネットワーク市場

出すことを目的に当社顧客と協力して取り組みます。当社

（フィールドバス、産業イーサネット）に、革新的で経済的
な製品を提供する目的で設立されました。当社は長期にわ

の開発と製造が密接な関係にあることもまた、情報の流れ
を活性化し、顧客の製品の利益につながっています。

たる成功を目的とした同族経営の企業です。当社のスタッ
フは全員、価値の高い最先端の製品とサービスを当社顧客

顧客の製品を開発した後は、
フェッショナルな製造へと移行

にタイムリーに供給するために従事しています。我々は顧

します。KUNBUS GmbH は、
プロトタイプから最初のサンプ

客の信頼のおけるパートナーであると自負しています。

ルまで、期限に合わせ、実績ある KUNBUS 品質で、デザイ
ンを顧客にお届けします。当社の製造と品質管理もドイツ

ノウハウがあることが成功につながっています。
この理由か

に拠点を置いているため、開発に近接し普遍的なノウハウ

ら、十分な訓練を受けた当社のスタッフの25%が開発と製

の伝達が可能です。

品管理の分野に従事しています。
例えば、
プロトタイプ試験での経験を必要に応じて即座に
品質を重視した開発が非常に競争の激しい市場において

再設計に反映させることができます。当社製品の品質は、

当社の顧客に決定的な優位性を保証します。私達の開発プ

顧客との信頼性の高いパートナーシップを基盤としていま

ロセスは非常によく組織化されており、当社チームはプロ

す。

ジェクトワークの経験が豊富です。
上下の階層が少ないことと、品質保証代表者 (QSB) が配置
開発活動にはハードウェアとソフトウェアが含まれ、完全な

されていることにより、
プロセスと社内・社外通信がスムー

新規開発（カスタムデザイン）から標準的な製品を網羅し

ズに機能し、
また確実に常時改善されます。

ています。

KUNBUS GmbH
Heerweg 15C
73770 Denkendorf
Germany
:+49 711 30020-676 (general office)
:+49 711 30020-677
info@kunbus.de
www.kunbus.de
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Lattice Semiconductor Corporation

Lattice Semiconductor 社は、
プログラマブルロジック、お
よびミクストシグナル・パワーマネージメントのソリューシ
ョンを開発しています。
これらにより、原価重視で、
スペー
スに制約があり、低消費電力製品の電子システムを、設計
者は迅速に導入し差別化できます。当社の超小規模と小規
模フィールドプログラマブルゲートアレー (FPGA) により、
設計者は容易に新しい機能や性能を、モバイル、
コンシュ
ーマー、通信、産業市場などに幅広く追加することができま
す。Lattice のプログラマブルプラットフォームとパワーマネ
ージャーデバイスは、ボード管理を簡素化し、精度の高いア
ナログとデジタル要素を統合することでシステムを減らし、
信頼性を高めています。
本社はオレゴン州ヒースローにあります。
また、サンノゼ、
上海、バンガロールには開発センターが、
シンガポールと
マニラにオペレーションセンターが、そのほか世界中に支
店と代理店があります。

Lattice Semiconductor Corporation
5555 N.E. Moore Court
Hillsboro, Oregon 97124-6421
U.S.A
:+1 503 268-8000
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Steinbeis-Transferzentrum Systemtechnik

移転センター

なI/Oインターフェース接続を実装できます。
スレーブ開発

システム技術向けのSteinbeis 移転センター (Steinbeis

を迅速に容易に開始するため、Steinbeis TCST は プラグ

TCST) は、
ドイツのエスリンゲン・アム・ネッカーを拠点とし

インモジュールで特定のメーカーに適合して拡張できる、

ています。経済開発を担う Steinbeis財団に属する数多くの

EasySlave セットアップ用評価キットを提供しています。

移転センターの1つで、Steinbeis GmbH & Co. KG.の技術移
転の一部でもあります。移転センターのプロジェクトとその

ネットワーク分析

産業プロジェクトへの参加は、
より高度な教育機関から参加

Steinbeis TCST は、
イーサネットベースの通信システムのネ

企業への積極的な知識移転を目的としています。

ットワーク分析を行うハードウェアとソフトウェアコンポー
ネントの開発に長年の経験があります。

産業パートナー
Steinbeis TCST は、産業企業の、特にオートメーション技術

Steinbeis TCST は、開発プロセス中の分析やトラブルシュー

と自動車産業分野での、
フレキシブルで信頼の置けるパー

ティング、
また産業システムでのオンサイトネットワーク分析

トナーとして、長期にわたる関係性の確立を意図していま

を喜んでお手伝いします。

す。
試験と認証サービス
スタッフは必要に応じてオンサイトで顧客と一緒に働く場

Steinbeis TCST は 、Sercosの認証を実施する Sercos Inter-

合もあれば、エスリンゲンの移転センターでプロジェクトを

national e.V. の公式パートナーです。Sercosデバイスが確実

実施することもあります。

に基準を満たすように、移転センターの試験ラボで仕様の
試験を行っています。Steinbeis TCST のスタッフは、常に積

Steinbeis TCSTの重点分野：

極的に Sercos の技術タスクフォースに参加しており、
そうす

■■

組み込みシステム

ることで、Sercosの実装が現行の規格仕様に従い評価され

■■

産業通信

ていることを保証します。

■■

システム統合
Steinbeis TCST は、顧客の Sercos デバイスの適合認証試験

Sercos製品とサービス

について、
また認証やSercosに関する疑問の解決を喜んで

Steinbeis TCST は、中でも Sercos技術の以下の分野の製品

お手伝いします。

とサービスを提供しています：
スレーブ開発/Easy Slave
Sercos International e.V.の EasySlave は、
シンプルなSercos
スレーブデバイス用の費用効果の高い接続で、IPコアとそ
れに対応する通信スタックで構成されています。EasySlave
は、最小限の開発でアプリケーションに統合可能で、様々

Steinbeis-Transferzentrum Systemtechnik
Martinstr. 42-44
73728 Esslingen
Germany
:+49 711 35131-550
:+49 711 35131-551
info@steinbeis-stg.de
www.steinbeis-stg.de

21

Sercosへの近道 I コンピタンス

Texas Instruments Deutschland GmbH

Texas Instruments

機能と利点

TI 社は、産業分野における50年以上に渡る経験をもとに、

■■

ト

クラス最高のアナログと組み込みプロセッシング半導体ソ
リューションを提供しています。
これには高精度アンプ、デ

マスターとスレーブ用マルチプロトコル産業イーサネッ

■■

固有のプログラマブルリアルタイムユニット
（PRU) +

ータ・コンバータ、インターフェース、絶縁体、
クロッキング

ARM アーキテクチャにより、外部ASICまたはFPGAが不

および電力管理製品や、幅広い産業アプリケーションの要

要になり、
システムの複雑性を削減して部品表（BOM)費
用を30％以上削減します。

件に応じる ARM®ベースのプロセッサーやマイクロコント
ローラが含まれます。
これらのソリューションは、TI のソフト

■■

幅広い多様な産業オートメーションアプリケーション用

ウェア、設計ツール、
リファレンス設計、およびサポートによ

の、再利用が可能な、
スケーラブルな低消費電力 ARM

り補完され、設計サイクルを簡素化し、加速します。世界最

Cortex-A8 プロセッサープラットフォーム（300 MHz～1
GHz）

大の産業半導体メーカーとして提供する、TI のシステムに
最適化されたハードウェアとソフトウェアにより、顧客は製

■■

■■

StarterWare による柔軟な設計

TI の Sitara ™ AM335x マイクロプロセッサーは、初めての
■■

ントから構成されます。2つの産業オートメーションハード

CANなど、他の重要な産業ペリフェラル機器との統合ソ
リューション

プ上に様々な産業通信プロトコルを統合します。
このプロ
セッサ生成は、6 pin-to-pin とソフトウェア互換コンポーネ

Linux、Andoroid、Windows Embedded Compact 7の
ソフトウェアサポートと、多様なRTOSの上で動作する

Texas Instruments – 革新的な産業通信デザイン
低消費電力 ARM Cortex-A8 デバイスとして、
シングルチッ

SYS/BIOS リアルタイムカーネル用ソフトウェアフレーム
ワーク

品ライン間で容易に規模をあわせることが可能です。

■■

２ポートギガビット イーサネットスイッチ、USB + PHY、
グラフィックアクセラレーション、LPDDR1/DDR2 / DDR3

ウェア開発ツール、
ソフトウェア一式、
アナログシグナルチェ
ーンと共に、産業オートメーションシステムソリューション

TI の AM3359 産業通信エンジン(ICE) (TMDSICE3359) は

一式を提供します。開発者はこのソリューションを利用する

$ 179 USDで利用可能です。産業通信に迅速に容易に追加

ことで、
コンプリートな産業オートメーションデザインをよ

する必要のある I/O デバイスやセンサ用のポケットサイズ

り早く市場投入することが可能になります。

で、最適化された費用、
フォームファクタに最適化されたハ
ードウェアツールです。

Texas Instruments Deutschland GmbH
Haggertystr. 1
85356 Freising
Germany
: +49 8161 80-0
www.ti.com
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Xilinx

Xilinx 社は、世界的に有数な、All Programmableテクノロジ

幅広いエンドマーケットのなかで、Xilinx は以下のマーケッ

とデバイスのプロバイダーです。従来のプログラマブルロ

トに提供します：

ジックを超えることができ、ハードウェアとソフトウェア両方

■■

航空宇宙/防衛

をプログラム可能で、デジタルとアナログ両方のミックスト

■■

自動車

シグナル機能を統合可能です。そしてモノリシックとマルチ

■■

放送

ダイ 3D IC両方で、新レベルのプログラマブルな相互接続

■■

消費者

を可能にします。当社の製品は、次世代設計環境とIPを一

■■

高性能コンピューティング

体化し、
プログラマブルロジックからプログラマブルシステ

■■

産業/科学/医療（ISM)

ム統合まで、顧客の幅広いニーズに応えます。

■■

有線

■■

無線

デザインを可能にする当社のポートフォリオには、幅

Xilinx について：

広いプラグアンドプレイの標準IP、Targeted Design

■■

創業

1984年

■■

従業員 3,000人

Platform（TDP)、
システムから実装レベルまでのツールの含

■■

顧客

20,000

まれる ISE™ Design Suiteがあります。Vivado Design Suite

■■

特許

2500以上

■■

2012年度の収益

■■

市場セグメントの～50%シェア

取り組んで構築した、
オープンで、IPを中心とする、次世代開

■■

業界のパイオニアで革新者

発環境を手にすることになります。
このシステムにより、4Xま

を導入すると、Xilinxの顧客は、
システムレベルの統合およ
22億ドル

びインプリメンテーションにおける、生産性問題にゼロから

でのプログラマブルデザインの生産性が向上し、高度に統
今日、Xilinx は私たちの毎日の生活の質を改善する幾万

合されたハードウェアとソフトウェアのプログラマブルデザ

もの製品デザインを選ぶ際に選択される企業になって

インの、市場投入に必要となる設計コストを削減し、期間を

います。Xilinx のAll Programmableデバイスは２万以

短縮します。

上の顧客で利用されています。当社のフラグシップのAll
Programmableデバイスは、今日の最も先進的エレクトロ

ザイリンクス アライアンス プログラムは、Xilinx と協力し

ニクスを支えています。

て、All Programmableテクノロジをさらに開発しようとする
資格要件を満たした企業による世界的なエコシステムで
す。
オープンプラットフォームと標準を活用して、Xilinx は、顧
客の要望に応えるためのこのエコシステムを築き、長期に
わたり成功が続くよう全力を傾けています。
アライアンスの
メンバーは、IPプロバイダー、EDAベンダー、組み込みソフト
ウェアプロバイダ、
システムインテグレーター、ハードウェア
サプライヤから構成され、
リスクを最小限に抑えながら設計
生産性を高める役割を担っています。

Xilinx, Inc.
2100 Logic Drive
San Jose, CA 95124
U.S.A
: +1 408 559-0
info@xilinx.com
www.xilinx.com

23

Sercos International e. V.
Kueblerstr. 1
73079 Suessen, Germany
: +49 7162 946865
: +49 7162 946866
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Sercos North America

405 Loblolly Bay Drive
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: +1 850 6601293
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〒222-0033
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