
新しいフィールド機器管理ツールの枠組みFDT/DTM

15 横河技報　Vol.51 No.2 (2007)

*1 YEA Singapore Development Centre R&D3

新しいフィールド機器管理ツールの枠組みFDT/DTM
FDT/DTM Framework for New Field Device Tools

当社はフィールド機器管理ソフトウエアFieldMateにFDT/DTM （Field Device Tool/ Device Type Manager）

という，オープンで新しいフィールド機器管理ツールの枠組みを採用した。FDTはフィールド機器と制御システ

ム/エンジニアリングツール/アセットマネージメントシステムツールとのデータ交換インタフェースを規定し

ている。DTMはこの枠組みの上で動作するソフトウエアコンポーネントで，フィールド機器に対してグラフィ

カルで判り易い操作性を実現する。当社を含め，多くのフィールド機器ベンダーがDTMを開発し提供しており，

DTMは同じ枠組みを採用した他社のコントロールシステム上でも動作し，相互運用が可能となる。FDT/DTM

は，プロセスオートメーションだけでなくファクトリーオートメーションの分野でも注目されている。

本論文ではこのFDT/DTMの特徴および技術概要について説明する。
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We have developed FieldMate, a field device configuration software package offering a graphical

interface and easy operation, by adopting FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), a new

open framework for field device tools. FDT defines the data exchange interface between field devices

and each of the control systems, engineering tools and asset management system tools. A DTM is a

software component that works on the framework and facilitates operation through a graphical interface.

Many field device vendors including Yokogawa develop and provide DTMs which work on any control

systems that have the same framework. FDT/DTM is becoming popular in not only the process

automation industry but also the factory automation industry.

This paper describes the characteristics of FDT/DTM and gives a technical overview.

1. は じ め に

近年，多くのフィールド機器がフィールドバス通信で

プロセスコントロールシステムと接続されている。また

フィールド機器もインテリジェンスを持ち，多くの設定

や調整をフィールドバス通信を使って行っている。従来，

これらの作業は専用端末や専用ホストシステムを使って

行っていたが，最近FDT/DTMに準拠したソフトウエア

が用意され，Windows OS環境のパソコンでこれらの作

業を行うことができるようになった。FDT/DTM は

フィールド機器向けのオープンなソフトウエア実行環境

の枠組みであり，特定のホストシステムに依存しない

フィールド機器管理フィールド機器管理ツールソフトウ

エアも提供が可能である。

2. FDT/DTM誕生の背景

近年，デジタル通信の発展に伴って，フィールド機器の

インテリジェント化が急速に進んでいる。機器のインテ

リジェント化に伴い，機器に実装されたより高度な機能

を利用するための複雑な設定や調整が必要となってきた。

このため，一部のフィールド機器ベンダーではパソコン

用の専用ソフトを用意し，専用端末の限界を補うように

なった。

また，プラント内に多くのインテリジェント機器が設

置されると，これらのフィールド機器の情報を集めて保

守管理するアセット管理システムが出現してきた。

フィールド機器は従来の専用端末に加えて，プラントの

ホストシステムからも設定調整が可能になってきた。こ

のホストシステムの多くは，従来から存在するEDDL

（Electronic Device Description Language）の技術を使っ

ているが，複雑な設定や調整は機器ベンダーから提供さ

れるプラグインソフトウエアを用意して行う必要が出て

きた。しかし，このプラグインソフトウエアはホストシス

テム毎に作成する必要があり，機器ベンダーにとっては

負担の大きいものである。

このような状況の中で，ホストシステムに依らない

オープンなフレームワーク上でフィールド機器の設定や

調整ができるソフトウエアのアーキテクチャが，FDT
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Groupより提案された。これがFDT（Field Device Tool）

と呼ばれ，FDTフレームワーク上にDTM（Device Type

Manager）という機器設定ソフトウエアコンポーネントを

動作させる枠組みである。

3. FDT/DTMの仕様とそのソフトウエア構成

FDTフレームワークをFDTフレームアプリケーショ

ンといい，DTMを動作させるための環境を提供する。こ

のFDTフレームアプリケーションとDTMとのソフトウ

エアインタフェースを，FDTインタフェースという。

DTMにはフィールド機器を対象とした機器DTMと

フィールド通信をコントロールする通信DTMがある。ま

た，HART マルチプレクサやPROFIBUS を経由して

HART機器を接続する，機器の通信をサポートするゲー

トウェイDTMも用意されている。

FDTフレームアプリケーションとDTMの関係は，図1

に示すように，Windowsのオフィスアプリケーションと

プリンタードライバーの関係に対比することができる。各

プリンターには専用のプリンタードライバーが用意され，

プリンタードライバーは標準化されたインタフェースを提

供している。オフィスアプリケーションはこのインタ

フェースを使って，どのプリンターにもプリントすること

ができる。FDTではフィールド機器固有のDTMという

ドライバーが用意され，これが標準化されたインタフェー

スを提供する。エンジニアリングシステムやアセットマ

ネージメントシステムなどのFDT フレームアプリケー

ションも，このFDTインタフェースを使ってフィールド

機器を使用することができる。

このFDTの仕様作成は，1998 年にZentralverband

Elekrotechnikund Elekrinikindustrie （ZVEI）に加盟する

一部の企業の間で始まった。その後，PROFIBUSワーキ

ンググループを経て，現在は，非営利組織FDT Group

AISBLという60社程のオートメーション関連企業が参加

する組織で行われている。この組織の中には技術委員会

があり，仕様ワーキンググループ，テスト認証ワーキング

グループ，相互運用プロジェクトの各組織から構成され

ている。仕様ワーキンググループでは，保守性，IEC化活

動，各通信プロトコルのチームがあり，仕様の改善，新規

プロトコルへの対応の活動を行っている。

DTMはマイクロソフトのWindowsのCOMの技術を

中核とし，これにXMLドキュメント形式でFDTフレー

ムアプリケーションとDTM相互間のデータを交換する。

また，グラフィカルユーザーインタフェース（GUI）は

Active X技術を使用する。FDTでは，Active Xコント

ロールはフレームアプリケーション上で表示され，DTM

に接続してデータ交換を行う。

EDDL を使用したホストシステムはシステム毎に異

なったGUIを提供するが，FDT/DTMはActive Xを使っ

たGUIを提供し，どのFDTフレームアプリケーション上

でも同じGUIを実現する。また，FDT/DTMでは通信

DTMの提供により，様々なプロトコル通信をサポートす

ることができる。また，ゲートウェイDTMを組み合わせ

ることで，複雑な経路の通信トポロジーにも対応できる。

更に，FDT/DTMでは，プロセスコントロールの分野で

広く使用されているHART やFOUNDATION fieldbus，

PROFIBUS以外のプロトコルにも展開が可能である。現

在，DeviceNet，Interbus，AS-Interface，Modbusなど，

ファクトリーオートメーションの分野で使用されている

プロトコルにも対応できるようになっている。

機器DTMには，特定のフィールド機器を対象とした専

用機器DTMと，多くのフィールド機器を対象とした汎用

機器DTMがある。汎用機器DTMにはフィールド機器の

図2　FDTインタフェース

図1　プリンタドライバーとFDTの対比
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汎用パラメーターだけをサポートするジェネリックDTM

やプロファイルDTMなどがある。

専用機器DTMはフィールド機器ベンダーから供給され

るが，ベンダー間の大きなGUIの違いは，ユーザーの操作

の混乱を招く可能性がある。これを回避するため，DTM

スタイルガイドを用意し，一定の基準を定義している。

図2は，FDTインタフェースを図式化したものである。

FDTフレームアプリケーションでは，DTMが用意する

GUI機能を，Active Xクライアントアプリケーションと

して実行する。一方プロジェクトデータを用意し，DTM

が持つ機器パラメータデータ等をここに保存することが

できる。

DTMとFDTフレームアプリケーション間の連携は，

FDTインタフェースに従って行う。図中の線は，各イン

タフェースを示している。

4. 機器DTM

機器DTMは，主として次のGUI機能を持つ。

（1）オンラインパラメーター機能

（2）オフラインパラメーター機能

（3）プロセスデータモニター（オブザーブ）機能

（4）診断機能

オンラインパラメーター機能は，対象フィールド機器

と直接通信を行い，機器内部のパラメーターの表示や編

集を行うものである。パラメーターはカテゴリー毎に分

類され，ツリービューまたはタブにてカテゴリーを選択

し，そのカテゴリーのパラメーターを表示する。

機器のキャリブレーションなどの調整機能も，このオ

ンラインパラメーター機能の中で実行することができる。

この機能はコミッショニングやメンテナンスのフェーズ

で利用される。

オフラインパラメーター機能は，対象フィールド機器

と通信接続を行わないオフライン状態でパラメーターを

操作する機能である。操作するパラメーターは，機器内部
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のパラメーターではなく，データセットと呼ばれる内部

メモリーが対象である。データセットのデータは必要に

応じてFDTフレームアプリケーションのプロジェクト

データに保存される。プロジェクトデータの保存や読み

出しのためのインタフェースが用意され，エンジニアリ

ングやメンテナンスのフェーズで利用される。

プロセスデータモニター（オブザーブ）機能は，コミッ

ショニングや運転時において，フィールド機器のプロセ

スデータ等を確認する時に利用される。DTMによって

は，プロセストレンドの表示を行うものもある。

診断機能は，フィールド機器の自己診断機能やDTMの

機器診断機能を使って機器の健康状態を表示する。

オンラインパラメーター機能のGUIの例を，図3に示

す。GUIの上部は機器識別エリアで，機器のタグ名やモデ

ル情報，機器ID番号などが表示される。GUIの左側にメ

ニューツリービューを表示し，ここで機器パラメーター

のカテゴリーを選択する。右側はパラメーター操作エリ

アで，ここに選択されたカテゴリーのパラメーターを表

示する。ユーザーはここでパラメーターの値を参照した

り編集したりすることができる。

GUI以外の機能として，オンラインやオフラインパラ

メーターのプリント機能が用意されている。複数のGUI

ページに亘るパラメーターの値一覧を，Internet Explorer

の画面に印刷イメージとして表示する。フィールドで設

定作業している場合は手元にプリンターがないので，画

面でのプリント出力が有益である。表示しているプリン

ト内容をコンテンツとしてファイルに保存しておき，作

業後オフィスに戻って同じ画面を呼び出してプリンター

へ出力することができる。

次に，図 4 で，当社のマルチバリアブル圧力伝送器

EJX910の機器DTMの操作画面を示す。この機器は，差

圧，静圧，温度の3点を同時に測定して，液体や気体の質

量流量を算出し出力することができる。これらの3要素か

ら質量流量を算出するためには，流体の物性データ，オリ

図3　機器DTMオンラインパラメーター機能のGUI（例） 図4　当社EJX910DTMによる質量流量演算設定操作画面
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フィスやノズルの形状など多くのパラメーターを設定す

る必要がある。特に物性データは，ガス業界等が発行して

いる膨大な物性情報を検索する必要がある。DTMにこれ

らの機能を取り込むことで，ユーザーは流体の組成成分

をウィザード形式で対話的に入力するだけでその流体に

必要な質量流量演算パラメーターを最適に求め，機器に

設定することができる。この機能はそのままエンジニア

リングツールとしても使用することができ，機器のイン

ストール時は勿論，操業時にもバッチの入れ替え時にこ

のツールを使って演算パラメーターの変更を容易に行う

ことができるようになる。

また，設定されたパラメーターで期待通りの質量流量

が算出されるかを確認するためのシミュレーション機能

も用意されている。このDTMは，FDTフレームアプリ

ケーションを実装した全てのコントロールシステムで使

用することができる。

5. FDT/DTMのメリット

エンドユーザーへのメリットとして，FDTフレームア

プリケーション機能が組み込まれたプロセスコントロー

ルシステムにおいて，DTMを利用して，機器の設定や調

整が可能になる。機器のインストールとコミッショニン

グから操業時における運転モニターや診断，更にメンテ

ナンスにいたる機器の全ライフサイクルに必要な作業を

カバーすることができる。これらのDTMは，どのフレー

ムアプリケーション上でも同じ操作ができるので，シス

テムの変更に伴う再教育の必要がない。

更に様々なプロトコルへの対応ができるので，新しい

通信プロトコルの機器の追加も可能である。DTMはその

実体がプログラムであるので，最新の通信および情報技

術を取り込んだ機能を提供することができる。

機器ベンダーへのメリットとして，ベンダーはDTMの

ソフトウエアコンポーネントを開発するだけで，全ての

FDTフレームアプリケーション上でこれを利用すること

ができる。ホストシステムによる多様な環境に対応する

開発をする必要はなくなる。またDTMにはハイエンドの

ユーザーインタフェースや高度なアルゴリズムを提供で

きるので，フィールド機器との組み合わせで様々なソ

リューションをユーザーに提供することができる。例え

ば，機器からの診断情報を分析してこれを3次元チャート

で示し，問題点をより判り易く表現することなどが考え

られる。

6. お わ り に

当社では，Asse t  Exce l l en ce を担う製品である

FieldMate や PRMにこのFDT/DTMの技術を採用し，

ユーザーメリットを提供している。これらのアプリケー

ションでは，当社以外のフィールド機器ベンダーが提供

するDTMを使用して，マルチベンダー環境を実現するこ

とができる。この時，当社以外の機器との相互運用が求め

られるが，当社では相互運用テストを実施し，その結果を

ホームページでユーザーに公開してゆく予定である。

FDT/DTMの技術は，特定のベンダーに依らないオー

プンなシステムを実現でき，様々な通信プロトコルや最

新の技術を機能に取り込むことができることから，プロ

セスオートメーションだけでなく，ファクトリーオート

メーションのベンダーやエンドユーザーも注目している。

今後，オートメーションアプリケーションの重要な役割

を担うことが期待されている。
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