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FieldMate は，EDDL (Electric Device Description Language) 技術と FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type 

Manager) 技術を採用したフィールド機器調整・設定ソフトウェアであり，できる限り多くの機種のフィールド

機器，フィールド通信プロトコルに対応することを，大きな目的の一つとしている。一方，IT，通信技術の進化

は速く，それらの恩恵を受けてフィールドデジタル技術も進化し，次々と新しいフィールド機器がリリースさ

れ，フィールド通信プロトコルも進化している。これらに対応することは FieldMate の使命であり，横河電機は，

発売以来その対応を続けてきた。今回，その一環として FieldMate R2.02 をリリースした。R2.02 では，新たな

フィールド機器，フィールド通信プロトコルへの対応に加え，使いやすさの観点での改善も行った。本稿では，

FieldMate R2.02 での新機能を紹介する。

FieldMate is field instrument adjustment and configuration software applying Electric 
Device Description Language (EDDL) and Field Device Tool/Device Type Manager (FDT/DTM) 
technologies. The main purposes of this software include supporting a wide range of models 
of field instruments and field communication protocols. IT and communication technologies 
are advancing at a rapid rate, accompanied by the advance of field digital technologies, which 
has led to the increasing release of new field instruments, and progress of field communication 
protocols. The FieldMate should support these new instruments and protocols, and Yokogawa 
has continued efforts to this end since its release. As part of such efforts, Yokogawa has released 
FieldMate R2.02 which boasts improved usability as well as supports new instruments and 
protocols. This report introduces new features of FieldMate R2.02.

はじめに111

FieldMate は，EDDL (Electric Device Description 
Language) 技術と FDT/DTM (Field Device Tool / Device 
Type Manager) 技術を採用したフィールド機器調整・設
定ソフトウェアである。FDT/DTM は，非営利法人 FDT
グループが標準化と普及を推進しており，横河電機も積
極的に参画している。

一方，IT，通信技術の進化は速く，それらの恩恵を受
けてフィールドデジタル技術も進化し，次々と新しいフ
ィールド機器がリリースされ，フィールド通信プロトコ
ルも進化している。これらに対応することは FieldMate
の使命である。当社は，2006 年の発売以来 (1)，「My PC
インストール」（手軽にユーザが持っている PC へインス
トールして使用できる），「簡単接続＆簡単操作」，「One 

tool for all」（できる限り多くの機種のフィールド機器，
フィールド通信プロトコルに対応）のコンセプトの下，
機能強化を続けてきた。

今回，その一環として FieldMate R2.02 をリリースし
た。新たなフィールド機器，フィールド通信プロトコル
への対応に加え，使いやすさの観点での改善も行った。
本稿では，FieldMate R2.02 での新機能を紹介する。

FieldMate1R2102 の概要211

FDT は，オープンなフレームワーク上でフィールド機
器の調整や設定ができるソフトウェアのアーキテクチャ

（インタフェース）を規定している。図 1に，FDT に準
拠した FieldMate R2.02 のソフトウェア構成およびフィ
ールド機器との接続の様子を示す。

FDT フレームアプリケーションは，DTM を利用した
各種アプリケーションプログラムである。DTMWorks
は，FDT フレームアプリケーションの１つで，機器 DTM
を用いてフィールド機器固有の調整・設定を行う。機*1 IA 事業部 共通技術センター
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器 DTM は，表示画面付きアプリケーションプログラム
（Active X Control）である。通信 DTM はフィールド通信
プロトコルに固有な処理を行う。Built-in DTM は，R2.02
で追加したもので，詳細は後述する。

Parameter Manager は，EDD (Electric Device 
Description) ファイルを用いて，フィールド機器の調整・
設定，フィールド機器パラメータ値の管理などを行う。
EDD ファイルは，フィールド機器のパラメータや，パラ
メータに対してのアクセス方法を定義したデータ辞書で，
それぞれのフィールド機器ベンダが提供する。Parameter 
Manager では，DTMWorks ほど緻密な処理はできないが，
すべてのフィールド機器に対して同一のユーザ・インタ
フェースを提供する。

横河電機製のフィールド機器に対応する EDD や機器
DTM は，Device Files としてまとめられ，ユーザに提供
される。Device Files は，FieldMate の付属品として提供
されるだけでなく，新たにリリースされた横河電機製の
フィールド機器を利用されるユーザは，最新のものを別
途購入または横河電機のサイトからダウンロードして利
用することができる。

図 11FieldMate1R2102 のソフトウェア構成1
およびフィールド機器との接続

R2.02 でサポートするフィールド通信プロトコルを
表 1に示す。通信プロトコルの行と PC インタフェー
スの列の交点に必要とする通信機器が記載されている。
R2.02 では，太字部分を新規サポートした。

今回の R2.02 では，これまで同様，“ ユーザにとって，
より使いやすい機能を充実する ” と言う考え方で，機能
強化した。以下に主な項目を示す。

最新の HART プロトコルである HART7 への対応1•
Softing 社製 FF-H1 プロトコル用 USB インタフェー1•
スをサポート
Built-in DTM を追加1•
FF ソフトウェアダウンロードツールを追加1•
HART モデム用 COM ポートの自動設定1•
DTMSetup（DTM 設定ツール）の機能改善1•
Brain DTM の機能改善1•
MACTek 社製 Bluetooth HART モデムへの対応1•

本稿では，上記の内，より多くの効果が期待されてい
る最初の３項目について説明する。

HART7 対応311

　HART7 対応では，HART5 などの古い機器と HART7
機器が混在する場合の使い勝手を考慮し，特にロングタ
グ名（Long Tag）の扱いに焦点をあてた。HART 協会は
本格的に HART7 を推進しており，今後，横河電機を初
めとする各機器ベンダは HART7 機器をリリースしてい
く。従って，HART7 対応機器を扱うケースが次第に増え
ていくと予想される。

HART7 では，様々な仕様追加・拡張が図られているが
その中で， FieldMate に関連する対応必須項目は以下の４
項目である。

ロングタグ名（Long Tag）1•
ポーリングアドレス範囲拡張1•
拡張フィールド機器ステータス（Extended Field 1•
Device Status）
拡張機器タイプ／製造者識別コード（Extended　1•
Device Type/Manufacture ID）

FieldMate

通信DTM（FF-H1，Brain，HART）

DTMWorks
（FDTフレーム・アプリケーション）

Parameter
Manager

機器DTM

通信機器
フィールド通信プロトコル

FF-H1，Brain，HART，PROFIBUS

PCインタフェース
（RS232C，USB，PCMCIA）

Built-in DTM

            FDTインタフェース

通信ドライバー（RS232C，USB，PCMCIA）

EDD

機器DB

FF-H1:  フィールドバス協会（Fieldbus FOUNDATION）が提唱する高速フィールドバス通信
  プロトコル。FFは，FOUNDATION Fieldbusの略
Brain:   横河電機が提唱する4-20 mAのアナログ信号にデジタル信号を重ね合わせた工業
  センサ用通信プロトコル
HART:   Highway Addressable Remote Transducerの略。HART協会 (HART Communication 
  Foundation)が提唱する工業センサ用通信プロトコル
PROFIBUS:  Process Field Busの略。PROFIBUS協会（PROFIBUS & PROFINET International）が提唱
  するファクトリーオートメーションにおけるフィールドバス通信プロトコル
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表 11FieldMate がサポートするフィールド通信プロトコル
PC インタフェース

通信プロトコル
RS232C USB Bluetooth PCMCIA

FF-H1 ― Softing 社製 FF-H1 USB インタフェース ― NI 社製 PCMCIA-FBUS カード
Brain ― 横河製 FieldMate モデム ― ―

HART (HART5, HART7)
MACTek 社製
HART モデム

横河製 FieldMate モデム MACTek 社製
HART モデム ―

MACTek 社製 HART モデム
PROFIBUS ― Softing 社製 PROFIBUS USB インターフェース ― ―

注：R2.02 では，太字部分を新規サポート
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ここでは，上記４項目のうち，ロングタグ名への対応
について説明する。

タグ名は，フィールド機器が多数存在するプラントに
おいて，機器を特定するために使用する重要な情報であ
る。その機器の役割までを表すことも多く，多数の機器
を使用するほど多くの文字数を必要とする。これを考慮
し，FieldMate では， R2.01.10 において，HART5 機器に
対して従来のタグ名（半角 8 文字）を論理的に拡張する “ 拡
張機器タグ機能 ” を加えていた。この機能は，HART5 で
存在する機器説明やメッセージをタグ名相当として扱え
るようにするもので，以下の選択肢を用意していた。

タグ名（半角 8 文字）1•
タグ名 + 機器説明（半角 8 文字 + 半角 16 文字）1•
機器説明（半角 16 文字）1•
メッセージ（半角 32 文字）1•

ロングタグ名は，メッセージに相当する半角 32 文字
までを許すものである。当初，拡張機器タグ機能で扱う
選択肢の１つとしてロングタグ名を加えることを考えた
が，そうした場合，すでに拡張機器タグ機能を用いて
HART7 機器に対応していたユーザは，今まで通りの設
定を使用できなくなる。また，多くのユーザは HART5
と混在して使用することを考えると，単純に選択肢を増
やすと，これまで HART5 機器で実現できていた拡張機
器タグ機能のバリエーションが使用できなくなってしま
う。このような制約のため，今までの選択肢とは別に，
HART7 用にロングタグ名を使用するという独立した動作
モードを設定できるようにした。

FF-H11USB インタフェースの追加411

FF-H1 プロトコル用に，NI (National Instruments) 社
製 PCMCIA-FBUS カードに加え，図 2に示す Softing 社製
FF-H1 USB インタフェースをサポートした。

これまで，FF-H1 プロトコル用に PCMCIA カードをサ
ポートしてきたが，USB を利用したインタフェース拡張
の方が PCMCIA カードに比べて扱いが簡単であること，
ノート PC 等での物理的制約が比較的厳しい環境におい
て使用するスペースが比較的小さいことなどの理由によ
り主流は USB に移ってきている。

図 21Softing 社製 FF-H11USB インタフェース

FF-H1 プロトコル対応として，NI 社製 PCMCIA-FBUS
カードと Softing 社製 USB インタフェースの両方をサポ
ートすることになったが，当然その構造や機能は異なる。
しかしながら，この構造や機能の違いを FieldMate でそ
のまま表現してしまうことは，ユーザに混乱を招いてし
まう上に，場合によっては既存機能を損ないかねない。
そこで，ユーザ視点では，２種類のインタフェースが同
じように操作できるようにした。同じ PC にこれら２種
類のインタフェースが装備された場合に備えて，どちら
のインタフェースを使用するかの選択機能も用意した。

Built-in1DTMの追加511

Built-in DTM は，機器 DTM がなくても若干機能は異
なるものの EDD を解釈して機器 DTM と同様の機能を実
現するものである。Enhanced EDD をサポートすること
で Enhanced EDD を用意している機器においては表現力
豊かな機器 DTM を実現できるようにした。プロトコル
としては，EDD を解釈するために必要なインタプリタが
当該協会から提供されている FF-H1 および HART プロト
コルをサポートし，多くのフィールド機器をカバーした。

これまで，横河電機においては，多くの場合，フィー
ルド機器がリリースされたあとに機器 DTM の開発が始
まり，機器のリリース後３ヶ月程度してから，遅い場合
には半年程度経過してからリリースされていた。他社に
おいても大きな違いはない。これは機器 DTM を使用し
てフィールド機器の調整・設定を行いたいユーザにとっ
て，非常に不便な状態であり，機器 DTM がリリースさ
れるまでは，EDD を使用した別のツールなどに頼らざる
を得なかった。Built-in DTMは，このような状況を改善する。

Built-in DTM は，機器のリリース時に必ず同時リリース
される EDD を動的に解釈し，自動生成された機器 DTM を
駆動する。従って，ユーザは新しい機器がリリースされる
と同時に，その機器用の EDD を取得できれば，通常の機
器 DTM と同様に調整・設定を実行することができる。

横河電機製のフィールド機器に対しては，EDD の情報
だけでは実現できない機能もサポートしており，今後も
ユーザのニーズに沿って柔軟に機能拡張を行えるような
構造になっている。

Built-in1DTMのソフトウェア構成と動作5111
Built-in DTM のソフトウェア構成を図 3に示す。以下

の３つを明確に分割し，プロトコルごとに発生する仕様
変更，新規プロトコルの追加，FDT 仕様変更等の将来発
生する可能性が高い変更に対し，柔軟に対応できるよう
な設計にした。

プロトコルごとに依存する部分1•
FDT/DTM に依存する部分1•
共通で使用される部分1•
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FieldMate は，ベンダから提供されている当該機器用
の機器 DTM がインストールされている場合には，その
DTM を起動し，機器 DTM がインストールされておらず，
EDD のみが供給されている場合に，Built-in DTM を起動
する。Built-in DTM が起動された時の画面例を図 4に示
す。これは，フィールドバス協会が提供する FF-H1 用の
Host Test Kit (HTK) に含まれるテスト用仮想機器の例で
ある。Enhanced EDD の記述がある場合には，図に示す
ようにビットマップやチャートなどの表示が可能である。

図 31Built-in1DTMのソフトウェア構成

図 41Built-in1DTM起動画面の例（FF-H11HTK）

機器 DTMプロトタイプとしての活用5121
　機器 DTM はユーザに非常に使いやすい調整・設定方
法を提供するとともに，機器の持つ差別化機能を十分に
引き出すことを可能とする。従って，各フィールド機器
ベンダは，自社機器用の DTM を供給しており，横河電
機も同様，販売している伝送器，流量計，分析計等のた
めの機器 DTM を市場に供給してきた。しかしながら，
機器 DTM はフィールド機器とは別のソフトウェア製品
であるため，機器本体と機器 DTM のリリース時期に差
が存在するという欠点があった。
　そこで，Built-in DTM を機器 DTM のプロトタイプと
して利用し，機器自体の開発と同期した機器 DTM の同
時開発を試みた。以下の手順で機器 DTM を開発した。

機器の EDD 評価版を入手1) 
Built-in DTM で EDD ベースの機能を確認2) 
機器開発者と機器 DTM 開発者で追加が必要な機能に3) 

関する詳細を打ち合わせ
追加機能を組み込み，機器 DTM 試作版を作成4) 
機器開発者と機器 DTM 開発者で再度機能レビューを5) 
実施し，完成度を上げる

この方法により，機器 DTM に必要とされる機能を早
期に明確にすることができ，関係者間で最終製品のイメ
ージを共有することができた。図 5に Built-in DTM をベ
ースに開発した機器 DTM の画面イメージを示す。横河
電機の機器 DTM のイメージを統一することができ，差圧・
圧力伝送器 EJX110（HART7 対応版）では機器の開発と
同時に機器 DTM を開発し，同時に提供することができた。
　今後の機器 DTM 開発では，この手法をベースに，更
に機器固有の付加価値を向上するような機能をも同時に
開発し，機器のリリースと同時に提供できるように改善
を続けていく予定である。

図 51機器 DTMの画面イメージの統一

おわりに611

本報告では，FieldMate R2.02 で実現された主な機能
に関して述べた。今回の開発では，これら以外にもユー
ザへ使い勝手の良さや便利さを提供すべく，多くの機能
改善や機能追加を実施した。

フィールドデジタル技術の進化による利便性をいち早
く具現化し，ユーザに提供することは FieldMate の使命
である。今後もフィールドデジタル技術の進化は続き，
フィールド機器，フィールド通信プロトコルも進化する。
これに連動して FieldMate を進化させ，お客様へフィー
ルドデジタル技術を利用したソリューションを提案して
いきたい。
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(a) 差圧・圧力伝送器EJX110用機器DTM
（HART7対応版）

3092


