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1.	概要
FieldMate は PC をベースとしたフィールド機器に対
する設定ソフトウェアです。

FieldMate は，実際に接続されたフィールド機器の設
定と調整用のソフトウェアです。また，機器保全情報
をデータベースに登録し機器管理も行えます。

FieldMate は，初期設定，日常のメンテナンス，ト
ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ 等 が 容 易 に 活 用 で き ま す。
FieldMate の優れた操作性により，通信プロトコルに
左右されることなくサポートします。

FieldMate は，オープンな FDT/DTM 技術を採用し，
FDT1.2 および FDT2.0 規格に準拠しています。DTM
をサポートしていない他社機器に対しては，Device 
Description (DD) を解釈する Built-in DTM で対応しま
す。

*  FDT (Field Device Tool) は，フィールド機器とホス
トシステム間の通信および設定インターフェース間
を標準化するフレームアプリケーションです。

*  DTM (Device Type Manager) は，機器固有のグラフィ
カルユーザインタフェース (GUI) を定義したアプリ
ケーションです。

*  DD（Device Description）はフィールド機器の特性
や属性を記述する言語で，製造会社名や型名，測定
レンジなど機器の属性を示すために用いられます。

2.	機能詳細

■	通信機能
FieldMate では以下の通信プロトコルに対応しています。
•	 BRAIN
•	 FOUNDATIONTM	フィールドバス	H1	*1

•	 HART（最新のHART	7	仕様に対応）
•	 ISA100.11a
•	 Modbus
*1  FOUNDATION

TM フ ィ ー ル ド バ ス H1 機 器 に 対 し て は，
FieldMate を機器と単独，または FOUNDATIONTM フィールド
バス H1 セグメントからホストを取り外した状態で，機器
と接続してください。

FieldMate
機器調整・設定・管理ソフトウェア

R3.04

F001.ai

ポイント
• FieldMateは横河電機の機器だけでなく，他社の機器についても
設定・調整等を行えます。

※ PC は含まれていません。
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■	機器インタフェース機能
•	 セグメントビューワ
通信ラインに接続されている機器の一覧がプロトコ
ル別に表示されます。同時に機器固有の情報も表示
されます。　例：機器タグ，機器 ID，ベンダ名，モ
デル名，機器レビジョン，機器状態等
対応プロトコル：BRAIN, FOUNDATION フィールドバス 
H1, HART, ISA100.11a*1

*1  ゲートウェイ経由および，赤外線通信で表示されます。

•	 Device	Viewer
ハード異常，プロセス異常，正常状態を含むフィールド
機器の状態が表示され，状態表示アイコン ( 赤，黄色お
よび緑 ) により機器の自己診断の結果が明示されます。
対応プロトコル：FOUNDATION フィールドバス H1，
HART, ISA100.11a
•	 トレンドグラフ機能
不定期に収集したパラメータの値をトレンドグラフ
として表示する機能です。
この機能によって，値の変化の傾向を簡単に確認す
ることができます。

■	設定機能
機器パラメータを簡単に設定できます。
•	 BT200 タブレット
BT200 と同じ画面と操作で，BRAIN 機器の設定・調
整ができ，従来の手順の変更なく，作業を行えます。
また，機器のパラメータ情報を PC に保存することで，
大変だった現場での印字操作も不用になりました。
•	 Parameter	Manager
Parameter Manager は，機器調整や設定を簡単に行う
ために用意されたアプリケーションです。簡単に機器
パラメータのインポートやエクスポートが実行でき，
パラメータを PC にセーブすることも可能です。
対応プロトコル：FOUNDATION フィールドバス H1， 
HART, ISA100.11a
•	 DTM	Works
DTM Works は機器に対応した DTM を呼びだし DTM
で実現している設定・調整機能また校正などを実行
します。また，FDT1.2/2.0 規格に準拠した機器 DTM
をサポートします。
対応プロトコル：BRAIN, FOUNDATION フィールドバス 
H1, HART, ISA100.11a
•	 DD	Menu
DD Menu は機器に対応した DD を解釈実行します。
対応プロトコル：FOUNDATION フィールドバス H1
・	ゼロ点調整
ゼロ点調整機能をセグメントビューワからワンク
リックで起動できます。
※横河電機製差圧伝送器のみ対応
対象機器：差圧伝送器 (HART, FOUNDATION フィールド
バス H1, BRAIN) に対応

・	全パラメータ取得
全パラメータ取得機能は，機器のパラメータをワン
クリックで取得する機能です。セグメントビューワ
から起動できます。
取得したパラメータは，データベース内の過去に取
得したパラメータと比較ができ，簡単に差分を抽出
できます。
取得したパラメータの値や比較結果は，テキストや
Web ブラウザなどの形式で外部ファイルに出力でき
ます。

■	データベース機能
•	 機器保全情報
以下の要素で構成されるメンテナンス情報を提供し
ます。

‐ 機器情報
‐ 付箋
‐ 画像
‐ 操作ログ
‐ パラメータ（機器の全パラメータ，ゼロ調パラメータ）
‐ 添 付（ メ モ， ド キ ュ メ ン ト リ ン ク，Parameter 

Manager データ，DTM データ）
登録された機器毎にエクスポートあるいはインポー
トすることができます。
•	 機器ナビゲータ
データベースに登録されている機器を表示し，機器
タグ，モデル名，点検メモ等による検索機能が提供
されます。
接続された機器は，データベースに自動登録され，機
器ナビゲータを通して確認することができます。ま
た，機器ナビゲータよりオフラインで機器の登録が
できます。（最大 500 機器程度）また，フラグにより
ユーザに問題を知らせ，日常のメンテナンスに利用
することができます。

■	 	操作ログ
FieldMate で行った操作を時系列で記録します。

‐ 日付，時間
‐ 機器タグ
‐ 機器 ID
‐ ユーザ
‐  ソース : 
 DTM Works，DD Menu，Parameter Manager 等

‐  メッセージ : 変更の詳細
‐  カテゴリ : 
  設定 ( 機器パラメータの変更 ) およびシステム ( ロ

グイン等 )，等々。
•	 機器状態ビュー
機器の自己診断アラームの履歴を確認できます。
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■	入力ループテストサポート
入力ループテストにおいて，機器からテスト信号を
出力させる機能です。
3 点チェックや 5 点チェックなどのテスト信号のパ
ターンやその信号の出力時間を簡単に設定でき，設
定内容は保存 / 呼び出しができます。
本機能により，機器の説明書を参照することなく，
テスト信号の出力を機種や通信形式によらずに，同
一の操作で実行できます。
対応プロトコル : BRAIN, HART

■	キャリブレーション支援機能
CA700 圧力キャリブレータと連携し，校正作業を支
援します。
圧力伝送器に入力した圧力値と伝送器からの出力電
流をリアルタイムにわかりやすく表示することで，校
正作業を効率よく行えるようにします。また校正デー
タをあらかじめ設定した基準で自動的に保存するこ
ともできます。校正結果は，任意の形式で報告書と
して出力できます。
対応プロトコル : BRAIN, HART

■	FLXA402/SA11 校正管理機能
4 線式液分析計「FLXA402」および SENCOM ™スマー
トアダプタ「SA11」用に専用画面を用意し、以下の
機能を提供します。
•	 ローカルディスプレイ機能
FLXA402 の測定値や設定値、履歴表示などの操作を、
グラフィカルな画面と快適な操作性で行える環境を
提供します。*1

•	 SA11 とのダイレクトアクセス機能
SA11 と直接接続し、現場外でのセンサの校正や SA11
の設定パラメータ管理を実現します。*2

*1  FLXA402 が Bluetooth、Modbus RTU (RS-485)、Ethernet 
Modbus TCP/IP のいずれかをサポートしている必要があ
ります。

*2  別途、Bluetooth I/F ボックス「IB100」が必要です。

■	フィールド診断機能
NAMUR NE107 は，ベンダー毎にバラバラだったア
ラームの意味を，4 つの情報 (Failure, Function Check, 
Out of Specification, Maintenance Required) に分類す
ることで，確実かつ効率的なプラントのオペレーショ
ンを行うことを推奨として記述しています。NE107
対応機器の多数のアラーム分類設定を，DTM を用い
て，確認，変更，状態のモニターが容易に行えます。
対応プロトコル： FOUNDATION フィールドバス H1

■	シリアル番号取得
対象：HART EJX および EJA シリーズ
機器シリアル番号を取得し機器保全情報の機器情報
に反映します。同時に外部ファイルにエクスポート
する機能も提供します。

‐機器シリアル番号
‐機器タグ
‐デバイス ID
‐デバイスレビジョン
‐機器の形名と基本仕様コード

■	PRM	シンクロナイゼーション
FieldMate と PRM の間でネットワーク経由で機器情
報の等値化を行います。双方向のファイルの転送が
容易に行えます。

■	FieldMate	Validator	(/VT オプション )
横河電機製 CENTUM VP/ProSafe-RS の N-IO ノードで
使用するオプション機能です。
FieldMate Validator は，FCS (Field Control Station)/
SCS (Safety Control Station) を必要とせずに，N-IO ノー
ドとフィールド機器との接続確認，および，N-IO ノー
ドの設定・入出力動作の確認ができます。
また，本オプションを使用することで，FieldMate は，
N-IO ノード経由でフィールド機器と通信ができます。
( ただし，機器交換ツールは，N-IO ノード経由での使
用はできません。)
*  FieldMate Validator は，FCS/SCS と N-IO ノードの通信が行わ

れていない時に使用できます。

*  FieldMate Validator は，CENTUM VP/ProSafe-RS と I/O 情報の

インポート／エクスポートを行うことができます。そのため
には，CENTUM VP/ProSafe-RS システムに次のソフトウェア
をインストールする必要があります。

CENTUM VP：
- VP6E5000 エンジニアリングサーバ機能
- VP6E5100 エンジニアリング基本機能
- VP6E5210 モジュールベースエンジニアリングパッケージ
ProSafe-RS：
- RS4E5000 エンジニアリングサーバ機能
- RS4E5100 安全システムエンジニアリング・保守機能
- RS4E5210 入出力リストエンジニアリングパッケージ
*  I/O リスト変換ツールを使用する場合は，FieldMate Validator 

の PC に Microsoft Excel (Excel 2013 64bit SP1 以 降 ／ Excel 
2010 64bit SP2 以降 ) をインストールする必要があります。

■	外部インタフェース機能（特注対応）
FieldMate の通信機能を拡張します。
FieldMate 内のデータを上位システムにアップロード
したり，FieldMate に追加情報をダウンロードできる
ようになります。また非標準通信タイプのフィール
ド装置についても対応が可能となります。この機能
は，特注対応として提供します。
本機能については，FieldMate サポートデスクにご相
談ください。
<FIELD-MATE-SUPPORT-DESK@CS.jp.yokogawa.com> 
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3.	接続例（参考）
BRAIN/HART 圧力伝送器の接続例

[ 構成機器 ]
•	 BRAIN/HART 圧力伝送器
•	 DC	24V 電源
•	 負荷抵抗 (250Ω±10％ )
•	 USB	FieldMate モデム

4.	動作環境
ソフトウェア環境
OS Windows 10 Pro Home 32bit/64bit ( バージョン 1709，バージョン 1803)

Windows 7 Professional, Home Premium 32bit/64bit SP1 以降 *5

OS 言語 日本語，英語，中国語（簡体字），独語，仏語，露語 *6

ハードウェア環境
Windows	10 Windows	7

CPU 1 ギガヘルツ (GHz) 以上のプロセッサ
メインメモリ 2GB 以上
ディスク容量 4GB 以上の空き容量が必要
DVD-ROM ドライブ Windows 10 対応 Windows 7 対応
ディスプレイ 解像度 1024 × 768 以上

Windows 10 対応
解像度 1024 × 768 以上

Windows 7 対応
ネットワーク環境

Windows	10 Windows	7
BRAIN
HART

通信ポート USB2.0 規格の USB ポートが 1 個
モデム USB FieldMate モデム : BRAIN/HART ( 横河電機オプション )

FOUNDATION

fieldbus H1 *1
通信ポート PCMCIA カードスロットが１個
インタフェースカード National Instruments 製 NI PCMCIA-FBUS Series 2
ドライバ NI-FBUS Communications Manager 15.0 以降

FOUNDATION

fieldbus H1 *1
通信ポート USB2.0 規格の USB ポートが 1 個
インタフェースカード National Instruments 製 NI USB-8486 
ドライバ NI-FBUS Communications Manager 15.0 以降

ISA100.11a *2 通信ポート USB2.0 規格の USB ポートが 1 個
モデム ACTiSYS 製 赤外線アダプター：ACT-IR224UN-LN96-LE 9600bps *3

ドライバ Version 1.5.0 / Version 1.12.0 *7 Version 1.7.0 *8

ISA100.11a *4 通信ポート Ethernet ポートが 1 個
Modbus Serial 通信ポート

未対応

USB2.0規格のUSBポートが1個
モデム Isolated RS422/485 USB adaptor

SP390A-R2 (BLACK BOX)
ドライバ Version 2.0.0以降

Login
アカウント Administrator 権限
通信パフォーマンスは，環境や使用するインターフェースに依存します。
*1：FOUNDATION fieldbus H1 においては，ホストを持たない環境で，FieldMate を機器に接続してください。
*2：ISA100.11a　OOB　赤外線通信
*3：推奨固定器具 品名：Gorillamobile Original　型名：GM1　製造者：JOBY, Inc.
*4：ゲートウェイ経由の通信
*5：FieldMate Validator は Windows 10 Pro 64bit および Windows 7 Professional 64bit に対応します。
*6：FieldMate Validator は日本語 OS と英語 OS に対応します。
*7：Version 1.5.0 ドライバは，PL2303 HA/HXA チップ用に使用され，Version 1.12.0 ドライバは PL2303TA チップ用に使用されます。
*8：通常は OS 標準ドライバを使用してください。動作しない場合のみ Version 1.7.0 ドライバを使用してください。

BRAIN/HART
圧力伝送器

24 V DC
電源

負荷抵抗 

ディストリビューター等USB 
FieldMate モデム

F002.ai

PC/FieldMate
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5.	形名およびコード一覧
フィールド機器管理ソフトウェアパッケージ : FieldMate Release: R3.04

●形名・基本仕様コード
形名 基本仕様コード 仕様 備考

FSA111 �������������������������������������������� FieldMate
ライセンス -S����������������������������������������� ソフトウェア使用権 ライセンス番号の発行 *1

— 1����������������������������������� 常に1
言語 1�������������������������� 常に1 *2

付加仕様コード(1) /B���������������� USB FieldMateモデム BRAIN/HART通信
付加仕様コード(2) /VT������ FieldMate Validator *3 N-IOノード用

*1: FieldMate ソフトウェアメディア，デバイスファイルメディアは標準で付属されます。
*2: 日本語 Windows OS には，FieldMate の日本語，または英語がインストール時に選択できます。

英語 Windows OS には，FieldMate の英語がインストールされます。
*3: FieldMate Validator のソフトウェア ( 含むユーザーズマニュアル ) は，弊社の Web サイトからダウンロードしていただきます。

FIeldMate Validator の表示言語は，英語となります。
N-IO ノードに接続するために市販の USB ケーブル (N-IO ノード側コネクタタイプ : Micro-B) が必要になります。

●R2からR3へのバージョンアップ
・FieldMate Basic から FieldMate R3 へのバージョンアップ

形名 基本仕様コード 仕様
FRA110 �������������������������������������������� フィールドメイト　ベーシック　バージョンアップ
ライセンス -S����������������������������������������� ソフトウェア使用権

— 1����������������������������������� 常に1
言語 1�������������������������� 常に1

※ オーダー時指定事項に R2.0* のライセンス番号をご記入ください。

・FieldMate Advance から FieldMate R3 へのバージョンアップ
形名 基本仕様コード 仕様

FRA111 �������������������������������������������� フィールドメイト　アドバンス　バージョンアップ
ライセンス -S����������������������������������������� ソフトウェア使用権

— 1����������������������������������� 常に1
言語 1�������������������������� 常に1

※ オーダー時指定事項に R2.0* のライセンス番号をご記入ください。

●部品・部品番号
別途下記部品が必要な際は，部品注文時に部品番号を指定してください。

仕様 部品番号
FieldMateソフトウェアメディア (CD-ROM)
デバイスファイルメディア (DVD-ROM)

F9197DS 
F9197DT 

USB FieldMate モデム F9197UF
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6.	モデム外形図
USB FieldMate モデム：BRAIN/HART 通信

46
18

84

単位: mm

F003.ai

図 1:	USB	FieldMate モデム

ケーブル全長 : 約 2.3m

技術仕様 USB	インタフェース
ソフトウェア関連

USB インタフェース USB2.0規格*1

電気関連

電源 システム電源はUSBポート経由

電流 40mA＠ +5V

コンピュータ用ピン USB Type-Aコネクタ

機器用ピン 2-pin, 無極性，ミニ取っ手付きのテスト
クリップ，取り外し可のワニ口クリップ 

絶縁（DC） 機器-コンピュータ間: 1910 VDC

絶縁（AC） 1350 Vms （50Hz）

環境関連

動作温度 0℃ ～ 55℃

保存温度 -40 °C ～ 70 °C

保存湿度 0% ～ 95% （相対湿度）

寸法

筐体 84 × 46 × 18 mm，ABS工業用筐体

クリップケーブル 190 cm，2スタンドワイヤ，2個のテス
トクリップで終端処理

USB ケーブル 27cmケーブル，USBタイプAコネクタ
で終端処理

*1: USB2.0 は，USB1.1 の仕様をカバーしています。

EMC 適合規格：
• CE 
 EMC：EN61326-1 Class A, Table1
 RoHS 指令：EN50581 適合

• KC：MSIP-REM-YHQ-EEN441
• RMC：EN61326-1 Class A, Table1
• EAC：EN61326-1 Class A, Table1

7.	パッケージングの詳細
FieldMate の手配時には以下のアイテムがパッケージ
に同梱されます。
* FieldMate Validator のソフトウェアおよびユーザーズマ

ニュアルは同梱されません。弊社の Web サイトからダウ
ンロードしてください。

<製品 >
• CD-ROM：FieldMate ソフトウェアメディア
• DVD-ROM：デバイスファイル メディア
•  USB FieldMate モデム，ケーブル付き：BRAIN/HART

通信（オプション）
<書類 >
• ライセンス番号シート
• 簡易スタートマニュアル
* ユーザーズマニュアルは横河ホームページからダウンロー

ドしてください
http://www.yokogawa.co.jp/fieldmate/

8.	媒体の詳細

■	FieldMate	のメディアの内容
CD-ROM：FieldMate ソフトウェアメディア
• FieldMate プログラム
• USB モデムドライバ
DVD-ROM：デバイスファイルメディア
• 横河電機製機器 DTM
 -BRAIN
 -FOUNDATION フィールドバス H1
 -HART
 -ISA100.11a
 -Modbus
•  Built-in DTM (FieldMate にインストールされている

DD を解釈し DTM を起動 )
 -FOUNDATION フィールドバス H1
 -HART
 -ISA100.11a
• FOUNDATION フィールドバス H1 用 DD *1

• 横河機器の HART 用 DD
*1:  フィールドコムグループに登録されている機器。DD

によってはこの中に含まれないものもあります。
備考 :
 横河電機は，当社で登録した DD および DTM の品

質と動作に関してのみ保証します。

9.		相互運用性
FieldMate とデバイスファイルの相互運用性は以下の
URLで示される Web サイトに記載され，更新されます。

［詳細］ー［動作環境］を参照ください。
http://www.yokogawa.co.jp/fieldmate/
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

10.		ユーザ登録
FieldMate は購入時に添付されるライセンス番号を使
用して，1 台の PC にインストールすることができま
す。インストール後，FieldMate は 30 日間使用する
ことができます。引き続き使用される場合は弊社の
Web サイトでユーザ登録を行ってください。
https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/
ユーザ登録を行うとアクティベーションキーが発行
されます。登録時にはライセンス番号と FieldMate を
インストールする PC 固有のボリュームシリアル番号
が必要となります。
FieldMate Validator のインストールには，FieldMate
がアクティベーションされている必要があります。

11.	商標
本書に記載の横河電機のブランド名および製品名は，
すべて横河電機株式会社の商標か登録商標です。また，
本書に記載されている他社のブランド名および製品
名は，すべて当該会社の保持する商標か登録商標です。
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