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マルチベンダでコントローラを接続するFL-net  
「仕様概説と普及の取組み」 

および 
「実装のためのガイド」 

 

一般社団法人 日本電機工業会 

ネットワーク推進特別委員会 

FL-net  説明資料 



2 

はじめに 

こんなときに 

JEMA ネットワーク推進特別委員会 
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はじめに 

FL-netがあります 



重電・産業技術専門委員会 

受電システム技術委員会 

 ネットワーク推進特別委員会 
（FL-netの規格制定・普及促進） 

重電・産業システム機器環境対応委員会 

重電・産業システム機器LCA委員会 

電力技術委員会 

スマートマニュファクチャリング特別委員会 

技術専門委員会（主に製品を対象）  
  （7 Gr・40委員会・26WG 分科会） 

横断的分野を 
担当する委員会  

電機製品

システム関連

エネルギー・環境分野

◆再生可能エネルギー

◆監視・制御（電力分野）

◆発電（原子力・送配電）

産業分野

◆鉄鋼システム

◆スマートマニュ
ファクチャリング

◆産業ネットワーク

コンシューマ向け

◆スマートハウス

◆ホーム・エネルギー
マネジメント（HEMS）

電力用機器発電用機器 制御システム電動機 洗濯機 冷蔵庫インバータ

一般グループ 

回転機グループ 

静止機器グループ 

高圧開閉保護機器グループ 

低圧開閉保護機器グループ 
開閉装置・保護装置グループ 

産業エレクトロニクス装置グループ 

 ◆JEMAの取扱い製品 

 ◆重電・産業分野 技術専門委員会の構成 

JEMAについて 
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アジェンダ 

FL-net 仕様説明 

 

FL-net 普及に向けた取組み 

 

最近の活動と今後の取り組み 

 

FL-net実装のためのガイド 
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FL-net 仕様説明 
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FL-netの特長 

【３つの特長】 

■国内の主要コントローラメーカが対応し、コントローラ間接続が容易 

 マルチベンダのコントローラシステムで実績多数 

■汎用のEthernetをベースとした産業用オープンネットワーク 

■変わらない・変えない仕様 

 将来に亘って、従来方式のFL-netにつながる互換性を継続 

 

【さらなる特長】 

◆リアルタイム制御システムを構築（リフレッシュの定時性を保証） 

◆コントローラレベルからデバイスレベルにわたるネットワーク 

◆標準化、認証体制の確立 
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工場内でFL-netが使用される領域 

ERP
クラウド

経営データ

MES

工程管理

機器

PLC・コントローラ

センサ 接点信号 モータ 空圧機器

FL-net利用

FL-net利用

：FL-net利用通信

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

FL-net
コントローラ間の通信

FL-net
センサ・接点信号等と
コントローラとの通信
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FAリンクプロトコル 

応用プログラム 

インタフェース 

 UDP/IP 

FAリンクプロトコル 

応用プログラム 

インタフェース 

 UDP/IP 

FAリンクプロトコル 

応用プログラム 

インタフェース 

 UDP/IP 

PC 

PC FAコントローラ 

Ethernet  

汎用のEthernetを採用 
 既存の標準技術 

 安価で入手容易な部品 専用ハードウェア不要
高速性、将来性 

 Ethernetハードの実装があれば、どのベンダでも
開発し易い 

FA用途のサービスの実装 
 サイクリック伝送（データリンク） 

  によるコモンメモリシステム 

 メッセージ伝送 

 （メモリ、パラメータの読出、書込） 

 汎用プロトコル（TCP/IP）の重畳が可能 

  トークンパスの空き時間を活用 

 入出力（ＩＯ）定義をコモンメモリに搭載 

 ネットワーク設定サーバを搭載 

応答時間の保証による制御性能 
伝送周期：   

 50ms/32ノード、  

 サイクリックデータ（2kbit+2kW） 

ノード＃１メモリ ノード＃２メモリ ノード＃３メモリ 

送信 受信 受信 

送信 受信 受信 

送信 受信 受信 

FL-netの技術 

TCP/IP 

IO定義 

TCP/IP 

IO定義 

TCP/IP 

IO定義 
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FL-netの仕様 

仕様項目 仕様 備考 

伝送媒体 10BASE-2,5,T 100BASE-TX,FX リピータ、光メディアコンバータ
などにより伝送距離延長可
100MbpsはスイッチングHUB
を推奨 

物理層規格 IEEE 802.3 

トポロジ バス型、スター型 

最大接続局（ノード）数 254局 

交信権制御方式 トークンパス方式 特定のマスタ局は不要（コン
トローラレベル）。サイクリック
伝送の送達時間保証を実
現 

通信局管理方式 マスタレス方式 

プロトコル UDP/IPベースFAリンクプロトコル 

伝送サービス サイクリック伝送サービス 

 全局で8Kbit＋8KWordのコモンメモリ 

サイクリック伝送は全局宛一
斉同報（ブロードキャスト） 

メッセージ伝送サービス 

 1:1伝送／1:N伝送 最大1024Byte 

1:1メッセージ伝送は送達確
認あり 

負荷測定サービス 汎用通信の負荷を測定 

IO定義設定サービス、勧誘サービス 任意マップモードで使用 

伝送性能 32局、2Kbit＋2KWordデータを50ms以下でリフレッシュ可能 製品化仕様目標値 

デバイスレベル対応 固定マップ／任意マップ ２方式 実装クラスはベンダ依存 

汎用通信重畳 TCP/IP、UDP/IPなどFAリンクプロトコル以外のパケット通信
の重畳が可能 

空き帯域を使用 

ネットワーク設定 ネットワーク設定パラメータの専用サーバ機能を搭載 ノード設定一元管理が可能 
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国内の主要なPLCメーカーがFL-netをサポート。マルチベンダシステムを構築し、異メーカー間・

異機種間での制御データ交換が容易に実現できます。 

コモンメモリ通信による簡単プログラミング。通信を意識せず、自ノードのメモリへのアクセスと同様

に制御プログラムを作成できます。 

マスタレス方式。特定局に依存しないコントローラシステム構築が可能です。 

メリット 

ノード＃１メモリ ノード＃２メモリ ノード＃３メモリ 

送信 受信 受信 

送信 受信 受信 

送信 受信 受信 

【コモンメモリ通信】 

ノード間で制御用メモリ領域を共有する 

イメージで通信を行います。 

各ノードの送信領域の値は、他のノードの 

受信領域の値に自動的に反映されます。 

A社PLC B社PLC C社PLC HMI 

産業用 
パソコン 

FL-net Ver.２ と Ver.３で互換 

RC NC 

コントローラ間通信 
(コモンメモリ通信) 

システム構成例１：コントローラ間の接続 
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製造ラインの中のFL-net 

JEMA ネットワーク推進特別委員会 

D社PLC

C社PLC

FL-net

FL-net

◆マスタレス方式
全ノードが対等の機能
特定のマスター局が不要

B社PLC

A社PLC

管理PC

管理PC

◆マルチベンダ
主要の制御メーカが対応

◆汎用のイーサネットを利用
入手しやすい標準のハード利用
汎用であってもリアルタイム性



FL-netを利用した上位のIoTシステムとの接続 

IoT向け上位ソフト内に、FL-net対応のデータ収集ソフトが１種類だけが必要 
生産ライン全体のデータを一括で、同一タイミングでコモンメモリに収集 
生産ライン全体のコントローラにシンプルで拡張性の高いインタフェースを提供 

IoT向け 
上位ソフト 

 デー 
For  a 機器 

IoT機器/ 
エッジ 

コントローラ 

IoT向け 
上位ソフト 

 
データ収集ソフト 

FL-net対応 

Ｅ社ＮＣ 

FL-net 

Ａ社ＰＬＣ Ｂ社ＰＬＣ Ｃ社ＰＬＣ Ｄ社ＨＭＩ 

IoT機器/ 
エッジ 

コントローラ 

IoT機器/ 
エッジ 

コントローラ 

デー 
For  a 機器 データ収集ソフト 

機器ごとに動作 

通信機能を持つ 
機器に対応 

FL-net接続機器であれば 
どのベンダの機器でも 

データ形式、収集方法が共通 

各機器の性能に 
合わせた周期 

一般的なIoTインタフェース 

コモンメモリ コモンメモリ コモンメモリ コモンメモリ コモンメモリ 

コモンメモリ 

FL-netのIoTインタフェース 

機器毎に異なる 
通信ソフトが必要 

一定周期内にデータが 
書き換えられるコモンメモリ 

書換え 
エリア 

１種類だけの通信ソフト 
が必要 

コモンメモリ：全部の機器 
が同じ値を持つ 

書換え 
エリア 書換え 

エリア 

書換え 
エリア 

書換え 
エリア 
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システム構成例２：上位系、情報系ネットワークとの接続 

FL-netではないノードをネットワーク内に混在可能（産業用パソコン、プリンタなど） 

セグメント外からのアクセスが可能 （FL-net設定ツールを利用可能） 

監視系、上位系と連携が必要なシステムを構築 

メリット 

JEMA提供ソフト 
FL-net設定ツール 

FL-net Ver.3 

A社ＰＬＣ B社ＰＬＣ HMI 

産業用パソコン 

ネットワーク 

一般パソコン 

プリンタ 
OA機器 

SW-HUB SW-HUB ｾｷｭﾘﾃｨ 
ﾙｰﾀ等 

SW-HUB 

非FL-netノード
の混在 

100Mbps  
スイッチングHUB 

非FL-netノード 
の混在 

非FL-netノード 

他のセグメントからアクセス 
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システム構成例３：デバイスレベルとの接続 

メリット 

コントローラ間通信、複数のIOマスタースレーブ間通信を同一ネットワークに混在 
通信の定時性を保証 
通信データをデバッグ用のパソコンなどからモニタ可能 

システム構築コストを低減 （配線コスト、通信ユニットコストの低減） 

入出力信号状態をHMIで高速表示 

リモートIO局の動作・故障履歴等をパソコンで一括収集 

A社PLC B社PLC C社PLC HMI 

ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟIO 
INV 

IO 

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ 
IDﾘｰﾀﾞ 

FL-net Ver.3 

産業用 
パソコン 

IOマスタ1 IOマスタ2 

IOマスタースレーブ間通信で 
やり取りしているデータを、 
パソコンからモニタ可能 
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FL-net 普及に向けた取組み 
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■出荷台数実績 

FL-net 普及状況（その１） 

◆2009年度以降（リーマンショック以降）、年度ごとの出荷実績は右上がり 

◆2017年度（2018年3月まで）の累計出荷実績数 ： 358, 582ノード 

0
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25,000
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35,000

40,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

台 台 

年度 

年度別出荷台数（右軸） 累計出荷台数（左軸） 

2017年度は 
過去最高 

36,029台 



FL-net 普及状況（その２） 

■FL-net採用の理由 

■導入後の評価 

■適用分野 

◆加工組み立て産業 

◆プロセス産業 

◆食品・薬品産業 

◆公共・社会システム 

 （国交省「ダム管理用制御処理設備  

  標準設計仕様書（平成28年8月）」 

  に、FL-netの仕様が記載された。） 

満足 94％ 

異なるメーカ間の 
接続がニーズの過半 

18 JEMA ネットワーク推進特別委員会 



「ダム管理用制御処理設備 標準設計仕様書」 

19 JEMA ネットワーク推進特別委員会 

◆ダム管理用制御処理設備 標準設計仕様書 
  （平成28年8月 国土交通省） 

◆ダム管理用制御処理 設備標準仕様（素案） 
 巻末資料（遠方・規則側） 

-設備概要について 
 （ネットワーク部に「FL-net」との記載あり） 

-ダムコンの機能について 

-通信手順（「FL-net」との記載あり） 

-メモリ割り付け（「FL-netのメモリの割り付け」の記載あり） 

中央監視・制御室 

FL-net FL-net利用 
コントローラ 

FL-net利用 
コントローラ 

機側盤 
機械 

メモリ 
割り付け 

メモリ 
割り付け 
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FL-net 規格 

◆ISO（ISO15745-4）：2003年10月制定 

  Industrial Automation systems and integration – Open systems application frameworks 

      -Part4 Ethernet-based control systems 

◆JIS B3521（JEM1479のJIS化）：2004年2月制定 

  FAコントロールネットワーク[FL-net(OPCN-2)]－プロトコル仕様 

◆JEM 1479：2012年9月改正 

  FAコントロールネットワーク[FL-net(OPCN-2)]－プロトコル仕様 （英語版仕様書あり） 

◆JEM 1480：2012年9月改正 

  FAコントロールネットワーク[FL-net(OPCN-2)]－試験仕様 （英語版仕様書あり） 

◆JEM-TR 213：2011年7月改正 

  FAコントロールネットワーク[FL-net(OPCN-2)]－実装ガイドライン 

◆JEM-TR 214：2000年11月改正 

  FAコントロールネットワーク[FL-net(OPCN-2)]－デバイスプロファイル共通仕様 

■FL-net の規格 
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FL-net の認証 

認証業務 

第三者試験機関が規定に基づき、FL-net通信機能の適合性を試験 

認証内容 

技術文書による認証基準制定 

プロトコル仕様書：JEM 1479 

実装ガイドライン：JEM-TR 213 

試験仕様書：JEM 1480  

認証を実施する第三者機関 

JEMA ネットワーク認証特別委員会 

試験所：神奈川県立産業技術総合研究所 

試験内容 

適合性試験  

  ‐「適合性試験認証ツール（Windows7,10対応、英語版）」を使って試験 

  ‐認証ツールは、事前に受験者に送付 

相互接続性試験 

申請手続き 

   JEMA Webページに申請手続きを掲載 
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FL-netの委員会体制による普及促進活動 

 

 

ネットワーク推進特別委員会 

FL-netの活動方針・規格制定と改訂・予算の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク認証特別委員会 

  FL-net機器の認証 

 

 

 

 

仕様WG 

  FL-net新規仕様の策定・仕様の改訂 

普及促進WG 

  普及促進活動・展示会セミナー・カタログ作成・Webの維持管理 

国際標準化WG 

  国際規格、IEC規格の策定 

試験検証WG 

  試験認証内容の策定・認証ツールの作成 

 

 

 

神奈川県立産業技術総合研究所（旧称：神奈川県産業技術センター） 

 で認証試験を実施 
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FL-netの国際規格化とJISの改訂
ORiN協議会との連携 

最近の普及促進活動紹介 
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FL-netの IEC規格化とJIS 改訂 

 

 

■FL-netのIEC規格化後にJIS改訂 

提案段階（NP） 

委員会段階（CD） 

照会段階（CDV） 

発行段階（IS） 

IEC規格化・JIS改訂 

2014年11月 

2015年 1月 

2017年 3月 

2018年4月 

2018年12月ころ 

IEC/SC65C/JWG10（工業用ケーブリング）ミラノ会議 

承認段階（FDIS） 

JIS B 3521改訂へ 

JIS B 3521：FAネットワーク標準プロトコル仕様 



ORiNとFL-netの連携：ORiNのFL-net対応ソフトが完成 
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◆上位ソフト ⇔ ORiN用PC ⇔ FL-netが接続 

◆上位ソフトの開発効率が向上・既存のFL-net利用製造ラインに適用 

FL-net利用製造ライン 

FL-net対応ソフト完成（2017年1月） 
ORiN 2 SDK  FL-net対応プロバイダ 

Amazon／Microsoft 
対応クラウドアプリ 

各種言語 OPC クラウドサービス 

ロボット・カメラ・モニタ・センサ 

PC 

FL-net通信 

EtherCAT 
EtherNet/IP 
etc 

上位ソフトの 
開発効率向上 

FL-net 及び各種ネットワークが接続 

Excel 
OPC 

 
クライアント 

OPC対応機器 

OPC 
 

サーバー 

 ORiNとは： 
  ロボット工業会 
  が推進する 
  パソコンと 
   産業用機器との 
 インタフェース 

上位ソフト 
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FL-net 実装のためのガイド 
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FL-net 実装のためのガイド 

汎用Ethernetを持つハード 

サンプルソース・実装 

開発機試験 

FL-net認証 

2K ワード + 512ワードの共有メモリに対応ハード 

32局、2Kbit＋2KWordデータを50ms以下で 
リフレッシュ可能なハード（比較的軽い処理） 

制約条件や提供される資料・ソフトなど 

提供：FL-net Ver.3.0公開用ソースコード 
    （Windows版、サンプルソース） 

提供：プロトコル仕様：JEM 1479 
    FAコントロールネットワーク プロトコル仕様 

利用可能：FL-net Ver.3.0設定ツール 
        サンプルプログラム 

認証受検者に提供：FL-net Ver.3.0適合性 
              試験ツール 

認証試験所：神奈川県立産業技術総合研究所 



トークン
参加

サイクリック

伝送
必須

メッセージ

オプション
メッセージ

設定
読み書き

その他
モニタ機能

クラス1
FL-net
Ver.2互

PLC
パソコンなど

◎ ◎ ◎ △ × × ×

クラス2
Ver.2ノード
（設定ツール）

◎ 〇 ◎ △ × × ×

クラス3
コントローラ・
任意マスタ
（PLC、PC）

◎ ◎ ◎ △ △ ◎ △

クラス4
任意マスタ
（PLC、PC）

◎ × ◎ △ ◎ ◎ ◎

クラス5
固定マスタ
（PLC、PC）

◎ × ◎ △ ◎（×） 〇 △

クラス6 任意スレーブ ◎ × ◎ △ ◎（×、◎） 〇 △

クラス7 固定スレーブ ◎ × ◎ △ ◎（×） 〇 △

マスタ
ノード

スレーブ
ノード

設定ツール対応
コマンドサーバ実装

クラス
製品
カテゴリ

種別

基本機能 メッセージ伝送 デバイス
レベル
メッセージ
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サンプルソースとFL-netの機能分類 

FL-net Ver.3.0公開用ソースコード（サンプルソース） 
 ・ JEMA Webよりダウンロード可能 
 ・Windows版 C言語で記述。Visual C++ V6.0などでコンパイル可能。 
 ・ Visual C++ V6.0はフリーウェアとしてMicrosoft からダウンロード可能。 
 ・公開用ソースコードにはFL-netのクラス1～クラス7の全機能がプログラムされている。 

FL-netの基本機能（クラス1）、および、派生機能（クラス2～クラス7） 

FL-net 
製品に 
最低限 
要求される 
基本機能 
（クラス1） 

 ◎：必須機能、○：実装を推奨 
  △：オプショナル、×：不要 
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FL-net ドキュメントの提供 

■JEMA のWeb上で各種の規格文書を提供（JISは文書の入手先を紹介） 

英語版仕様書 

あり 

■英語版仕様書を提供 

英語版仕様書 

あり 
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FL-net 実装のためのガイド 

汎用Ethernetを持つハード 

サンプルソース・実装 

開発機試験 

FL-net認証 

2K ワード + 512ワードの共有メモリに対応ハード 

32局、2Kbit＋2KWordデータを50ms以下で 
リフレッシュ可能なハード（比較的軽い処理） 

制約条件や提供される資料・ソフトなど 

提供：FL-net Ver.3.0公開用ソースコード 
    （Windows版、サンプルソース） 

提供：プロトコル仕様：JEM 1479 
    FAコントロールネットワーク プロトコル仕様 

利用可能：FL-net Ver.3.0設定ツール 
        サンプルプログラム 

認証受検者に提供：FL-net Ver.3.0適合性 
              試験ツール 

認証試験所：神奈川県立産業技術総合研究所 
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FL-net サンプルプログラム（公開用ソースコード）の提供 

参考用プログラムソース提供：FL-net Ver.3.0 設定 ツール 

PLCなど PCなど 

◆FL-net 公開用ソースコードをJEMA Webより提供 
◆FL-net設定ツールサンプルプログラム（対象機にクラス３、4の機能が必要） 
 をJEMA Webより提供 

FL-net公開用 
ソースコード 

をWebで提供 

クラス3、4の機能を持つ機器にFL-netのパラメータを設定 FL-net設定ツールの機能： 
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公開用ソースコード、設定ツール仕様書サンプルプログラムの提供 

英語版仕様書 

あり 
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FL-net 実装のためのガイド 

汎用Ethernetを持つハード 

サンプルソース・実装 

開発機試験 

FL-net認証 

2K ワード + 512ワードの共有メモリに対応ハード 

32局、2Kbit＋2KWordデータを50ms以下で 
リフレッシュ可能なハード（比較的軽い処理） 

制約条件や提供される資料・ソフトなど 

提供：FL-net Ver.3.0公開用ソースコード 
    （Windows版、サンプルソース） 

提供：プロトコル仕様：JEM 1479 
    FAコントロールネットワーク プロトコル仕様 

利用可能：FL-net Ver.3.0設定ツール 
        サンプルプログラム 

認証受検者に提供：FL-net Ver.3.0適合性 
              試験ツール 

認証試験所：神奈川県立産業技術総合研究所 
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FL-net Ver.3.0適合性試験ツールの提供 

◆試験番号設定 
 （試験番号として、JEM 1480（試験仕様）に記載されている番号を入力） 

FL-net Ver.3.0 適合性試験ツール 

適合性試験ツールが動作するPC 

試験対象製品 

Ethernet 
接続 

◆JEM 1480（試験仕様）で規定の試験を自分で実施可能 

◆認証委員会より認証試験の受検申込者へ、適合性試験ツールを提供 

JEM 1480（試験仕様） 

試験項目ごとの 
動作確認 

●試験 
 項目１ 

●項目2 


