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FL-net対応機器(コントローラ等）

概要

図 1

【コモンメモリ】
・コモンメモリはFL-net回線参加中の全ノードで共有するメモリ空間です。
ノードごとにメモリエリアを割り当て、いつでも互いの最新情報を参照できます。

【サイクリック】
・サイクリック伝送は、トークンパッシング方式で定時性を保ちながら常に
コモンメモリをリフレッシュするFL-netの基本通信機能です。

【メッセージ伝送】
・メッセージ伝送は、ノード間で非同期なデータ交換をする通信機能です。
機器の状態制御や状態確認ができます。

FL-netとは
・社団法人日本電機工業会(JEMA)によるオープンネットワーク
・製造機器及びコントローラのメーカを問わず相互情報交換に対応
・プログラマブルコントローラ、NC、RCなど多くの機器が対応
・Ethernetをベースとしているため既存インフラを利用可能
・データ衝突を回避し一定時間内の伝送を保障するマスタレス・トークン方式
・生産工場の高度情報化に寄与します
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㻱㻙㻹㻭㻵㻸㻌㼐㼑㼒㻬㼙㼚㼏㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻌㻌㻔㻞㻠 㛫ᑐᛂ 㻕
㼀㻱㻸㻌㻜㻟㻙㻢㻥㻜㻥㻙㻟㻟㻣㻝 ᭶䡚㔠䈜⚃᪥㝖䛟 㻔㻥㻦㻟㻜 䡚 㻝㻤㻦㻟㻜㻕
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