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BiSS
a digital, bidirectional, serial and synchronous interface expressly developed
BiSSis
規格はデジタル、同期型双方向シリアルインターフェースで、センサーおよびア
クチュエータ信号伝送用として
2002
and
released in 2002 for sensors
and年に開発され、実用化されました。
actuators.
Nowadays
it has become インターフェースでのさらなる堅牢性用途のために、幅広く
widely popular in several industrial sectors that require high
現在では高速伝送、EMC
様々な工業分野で使用されています。更に、価格も同時に低減されてきました。ハー
ope-rating
speeds and improved robustness against EMC interference, while simultaneously
ドウェア上は
re-ducing
costs.SSI インターフェースと互換性がありますが、多チャンネルスレーブネ
8ch 迄）、データ伝送速度が
10 MHz
迄高速化及び診断情報が付加
Itットワーク（最高
is hardware compatible
with SSI interface but offers
additional
features and options such
されるなどの追加機能やオプションが用意されています。
as
multi-slave
networking
(up
to
8
Slaves),
higher
frequency
of
data
transmission
upセー
to 10
位置検出エンコーダや計測装置、デバイス制御などの工業制御分野に於いて
BiSS
MHz,
diagnostic information. BiSS safeguards
communication between position encoders or
フガード通信として、必要な場合は最高
8 スレーブまで、接続が許されています。
measuring devices and industrial controls, such as a drive control and is able to transfer
measurement values coming from up to 8 Slaves simultaneously, if necessary.
Lika Electronic社ではBissのB-モード及びC-モードいずれものプロトコールにも対応
For
1 to 8 subscribers (Slaves) the Master interface provides a clock signal both for the
マスター機器インターフェースから１～８ch.までの下位（スレーブ）機器
へクロック信号が送信され同時に全チャンネルの位置検出情報及び連続し
simultaneous
acquirement of all position information and the following synchronous serial
たシリアルデータ変換を実行します。必要なのは単一方向
RS-422
データ通
data
transmission. Only four unidirectional RS-422 data lines are required;
minimum
Slave
信ラインのみです。最小限のスレーブ電子回路がＩＣ（集積回路）に凝縮さ
electronics
are
incorporated
into
ICs
(integrated
circuits).
れています。ＭＡライン上にマスターからクロックが送信されると、スレー
When
Master sends a clock pulse on the line MA, then the Slave sends the reply directly
ブ SLthe
からは保管された位置情報とパラメータが返信されます。
on
the return line SL with theBiSS
stored
position data. Commands and parameters
can be
コマンドやパラメータは
プロトコールを使用しなくても
PWM パルス
形式に入れ替えることができます。
各データサイクル内ではマスターがライ
swapped
on a PWM pulse form; this is, however,
not necessary to start the BiSS protocol.
ン遅れを検知し、補正します。したがって、ケーブルが
Within
each data cycle the Master learns and compensates for line1000ｍ（1Km）で
delays, thus permitting
も、クロックレートは最高 10 M ビット/秒まで許されます。
clock
rates
up
to
10
Mbit/s
even
using
cables
up
to
1000-m
long.
例えば、ケーブルの引き回し等の状態変化がライン上で発生することがあり
Changes
which
may occur in line conditions, for example during cable drag, are corrected.
ますが、
数個の位置検出エンコーダ間やいろいろな軸の組み合わせでの同期
The
precision
of the synchronization among several position encoders and along various
精度は
1 マイクロ秒以下です。更に、マスターに記録されている信号遅延は
各ユニットからアクセスできるので、その後の最適調整が可能です。
axes
is less than 1 microsecond; furthermore the signal delay registered by the Master is
clearly accessible to the control unit, thus allowing further optimization.
BiSS プロトコールは各接続機器を以下のようなデータ分野に選別します:
The
BiSS protocol classifies each subscriber under one of the following data sections:
センサーデータ、アクチュエータデータ、レジスターデータ及びマルチサイ
sen-sor
data, actuator data, register data and multi-cycle data. These data sections can
クル（多重サイクル）。これらのデータ分野によりカスタマイズや最適アク
boast
various configurations in order to customize and optimize access and transmission
セスや伝送性能が要求されるような様々な構成に対応することができます。
perfor-mances and in this way they fulfil the requirements of a large variety of sensor
デバイス構成用双方向性パラメータ通信―ＯＥＭと呼ばれるパラメータ用
applications.
A bidirectional parameter communication for device configuration - available
のレジスターデータセクション内に特別仕様として用意されています。
also
for
para-meters
referred to as OEM - is customarily available in the register data
1 回転での数カウント或いは、モータ温度などのゆっくり変化するデータは
section.
マルチサイクルデータセクションに割り当てられ、一方変化の大きなデータ
Data
that changes slowly, such as counts per revolution or motor temperatures, is allocated
はセンサーデータセクションに割り当てられます。
64 ビットの場合でも、コントロールサイクルタイムが
toデータワードが最長
the multi-cycle data section;
while data that changes quickly is allocated to the sensor
10 µs
であることは、問題になりません。実際に、冗長性のためのプロトコ
data
section.
ール内のスペースは、CRC（周期的冗長性チェック）を実行するためにも十
Control
cycle times shorter
than 10 µs are thus
not a problem, even for data words up to
分なサイズです。1
スタートビットと
1 ストップビットで、且つセンサーデ
64-bit
long.
In
fact
there
is
enough
space
in
the
protocol for redundancy and this space is
ータが最大コアデータである場合の 1 個のマルチサイクルビットは特別仕
customarily
used to implement a CRC (cyclic redundancy check). Framed by just one start
様となります。
個々のユーザの特殊デバイス用のデザインの自由度は他の
and
one stop bit, sensor data is transmitted at the highest core BiSS
data 製品と互換
rate; a single
性のある解決方法を共有することで、同じ比率にはなりません。結果的に追
multi-cycle
data bit is optional.
加の経費節約することができます。BiSS 利用者は数パラメータにて個別認
The
individual user’s freedom of design for specific devices
not curbed by the necessity of
識されるので、センサーと一緒に供給される
XMLisデバイス説明ファイルに
keeping
solutions compatible with other BiSS products and this results in cutting down on
て簡単且つ迅速にコントロールシステムを組み込むことができます。
unnecessary
additionalBiSS
costs.
A BiSS subscriberBiSS
is defined
in its entirety
by just a few
もし、デバイスに
入力がない場合は
デバイスを
SSI モード変換す
ることができます。
para-meters;
an XML device description file supplied with the sensor makes it easier and
BiSStoインターフェースに関する詳細は以下のウェブサイトをご参照くださ
faster
set up the unit with a control system.
い。http://www.biss-interface.com
If日本語サポートサイト
this does not have a BiSS ：
input
yet, BiSS devices can be switched over to SSI mode.
http://passworld.co.jp/index.php/jp/
Any further information on BiSS interface is available at www.biss-interface.com.
Advantages:
simple, efficient and cost-effective, full digital, bi-directional and
利点: 簡単、能率的、費用対効果大、完全デジタル式、双方向性、同期式、
synchro-nous,
less conductors, less electronic components, higher10frequency
of data
導体部が少ない、電子部品が少ない、データ転送周波数が
MHz 以上、長
transmission
up to 10 MHz, long cable runs.
いケーブル長に対応
Disadvantages:
transmission speed lower than parallel interface.
不利点: データ転送速度はパラレルインターフェースより遅い
最長ケーブ
ル長 m [ft]

1000
[3280]

500
[1640]

200
[655]

100
[330]

60
[200]

25
[80]

10
[35]

周波数

100 kHz

200 kHz

500 kHz

1 MHz

2 MHz

5 MHz

10 MHz

環境温度範囲 (23°C)にて：
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Likaabsolute
社製アブソリュートエンコーダは常に「スレーブ」デバイスで、「BiSS
Lika
encoders are always Slave devices and comply with the “BiSS C-mode C
モードインターフェース」及び「標準エンコーダプロファイル」に互換性があ
inter-face”
and the “Standard encoder profile”. They support a point-to-point configuration,
ります。デバイスは
1 対 1 構成つまり、「1
1 台のスレーブ
thus
they have to be installed
in “single-master -台のマスター器に
single-slave” networks
only (not in
器」のみサポートしています。「1
台のマスター器に複数のスレーブ器」構成
“single-ma-ster - multi-slave” networks). CLOCK and DATA signal levels are according to
はサポートしていません。CLOCK
DATA
信号レベルは「EIA
標準
RS-422
“EIA
standard RS-422”. The BiSS C-mode及び
protocol
implemented
in Lika absolute
encoders
規格」準拠です。Lika 社のアブソリュートエンコーダで採用されている BiSS Cuses two types of data transmission protocols:
モードプロトコールは以下の 2 タイプの送信プロトコールがあります。
•• Single
Single
Cycle
Data(SCD):
(SCD): は主にデータ転送用プロトコールで、スレーブデバ
is the primary data transmission protocol. It is used to send
Cycle
Data
process data from Slave to Master.
イスからマスターデバイスへプロセスデータを送信するときに使用されます。
.
•• Control
Control Data
of a1 single
bit following the SCD data. It is used to read
Data(CD):
(CD):transmission
SCD に続く
ビットの転送で、スレーブ器内のレジスター
or write data into the registers of the slave.
へ/からの読み取り、書き込み用に使用されます。

Among
the parameters available:位置データ、速度、スケーリング機能（拡大
position readout, speed value, scaling function, preset and
活用できるパラメータ:
offset
values.
縮小）、プリセット及びオフセット値.
BiSS 機能一覧
ステーション ノード数
-

-

Setting e
ボーレート
設定
baud r

転送レート
Setting
the
設定
ate
si

-

最高
Up10M
to
ビット/秒

10Mbit/s

転送データ
ケーブル長
TransmisCable
Cable
n長rate
l ngth
最長
Up to
1000m

1000 m

Lika T12
Lika T12
タイプケーブ
ル cable
type

推奨入力回路 input circuit
Recommended
VDriver

エンコーダ SSI/BISS

MASTER

VCC

DATA+

DATA_ENC

DATA-

DATA

VDriver_enc
VDriver

CLOCK_ENC

CLOCK

CLOCK+
CLOCK-
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Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751
E-mail: sales@technology-l.com
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