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変更票 
 
 

本変更票は、FieldMate 機器調整・設定・管理ソフトウェア R3.04（IM 01R01A01-
01）17版をもとに、修正事項を記載しています。 
 

パートC 動作環境 

C-3  システム構成/接続例 
以下はFieldMateをご使用になる上でのハードウェア構成例です。 

圧力伝送器を接続した例を示します。 

 

BRAIN 

必要なハードウェア 
・ BRAIN 圧力伝送器 
・ 24VDC 電源 
・ 負荷抵抗（250Ω±10％） 
・ USB FieldMate モデム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 C-3-1 BRAIN ハードウェア接続例
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● BRAIN通信の場合：USB FieldMateモデム接続時に、USB FieldMateモデムへ初期

回路電流が流れ、出力が一時的に変化します。また、通信時は、出力信号に通信信

号が重畳します。上位システムに影響を与えないようにするとともに、通信信号に

よる出力の影響を低減するために、受信計器側に0.1秒程度のローパスフィルター

を設定することを推奨します。 
 オンラインで通信を行う際は、通信信号が上位システムに影響を与えないことを確

認の上、通信を行ってください。 
 

 

HART 

必要なハードウェア 
・ HART 圧力伝送器 
・ 24VDC 電源 
・ 負荷抵抗（250Ω±10％） 
・ USB FieldMate モデム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 C-3-2 HART ハードウェア接続例 
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パートＧ 画面構成とメイン画面メニュー 

G-2 メイン画面メニュー 
メニューバーのメニューオプションを、次の表で説明します。表示しているメイン画面

および機器の通信プロトコルによって、メニューオプションの使用の可否は異なりま

す。 

補足 

画面の小さいPCにFieldMateをインストールした際、FieldMateはメニューバーをデフォルトで非表

示とします。このような場合は、FieldMateウィンドウのタイトルバーを右クリック（タッチパネル

の場合は長押し）することで、メニューバーの表示/非表示選択メニューが表示されます。 

 

表 G-2-1 メイン画面のメニューオプション 

メニューオプション 説明 
ファイル 機器保全情報のインポート…  機器保全情報を外部ファイルからイン

ポート 

機器保全情報のエクスポート

… 

 機器保全情報を外部ファイルにエクス

ポート 

操作ログのエクスポート…  履歴を外部ファイルにエクスポート 

シリアル番号のエクスポート

… 

 機器保全情報に登録されている機器シ

リアル番号を外部ファイルにエクスポ

ート 

プロビジョニング情報ファイ

ルをエクスポート… 
 プロビジョニング情報ファイルをエク

スポート 

終了  FieldMateを終了 

表示 更新  画面表示内容を更新 

表示形式の初期化  ISA100（ゲートウェイ）、HART（ア

ダプタ）のセグメントビューワ上のパ

ラメータ項目の並び順/幅を初期化 

表示クリア  ISA100（ゲートウェイ）、HART（ア

ダプタ）のセグメントビューワの表示

クリア 

ツールバー メニューバー メニューバーの表示/非表示を設定 

操作 履歴情報を開く…  操作ログの詳細を表示 

機器保全情報を開く…  機器保全情報画面を起動 

関連付けられたDTM…  機器に紐付けられたDTMをDTM 
Works 画面で起動 

DTMを選択…  機器DTM 選択ダイアログを表示し、

選択した機器DTM をDTM Works 画面

で起動 

Parameter Manager  Parameter Manager 画面を起動 

Device Viewer  DeviceViewer画面を起動 

DD Menu  DD Menu 画面を起動 

トレンドグラフ  トレンドグラフ機能を表示 

機器タグ/アドレス設定  機器タグ/アドレス設定画面を起動 

機器のタグ/アドレスを設定 
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メニューオプション 説明 

操作 FOUNDATION fieldbus 
クラス設定… 

 機器クラス設定画面を起動 機器クラ

ス(Link Master／Basic)を設定 

機能ブロック実行設定…  FOUNDATION fieldbus H1機器の機能

ブロックの実行/配線を実施 

プロビジョニングの初期化…  プロビジョニングの初期化をリセット 

機器保全情報を新規作成…  機器保全情報が作成可能 

機器保全情報を削除  機器保全情報を削除 

パラメータ比較－レポート出

力画面 
 パラメータ比較画面を起動 

キャリブレーション支援  キャリブレーション支援機能を起動 
キャリブレーション作業中断時のみ有

効 

機器保全情報のエクスポート

… 

 機器保全情報を外部ファイルにエクス

ポート 

機器フラグの設定 オン 機器フラグをオンに変更 

オフ 機器フラグをオフに変更 

お気に入りに追加 新規作成 新しい「お気に入り」を作成 最大30
の「お気に入り」を定義可能 

「お気に入り」一覧 選択した機器を、「お気に入り」に追

加 

お気に入りから削除  選択した機器を、「お気に入り」から

削除 

DDファイルのインストール

… 

 機器のDDファイルの追加 

機器アイコン設定…  機器アイコンを指定したファイルに設

定、またはデフォルト設定に戻す 

ツール 
 

ユーザ管理…  ユーザ管理画面を起動 FieldMateユ
ーザアカウントの管理 

通信設定 HARTモデム設定(H)... HARTモデム設定画面を起動 HART
モデムに関する設定 

FOUNDATION fieldbus 
通信設定(F)... 

NI-FBUS Interface Configuration Utility
もしくはSofting FFusb Configuration 
Toolを呼び出す 

BRAINモデム設定(B)… BRAINモデム設定画面を起動 BRAIN
モデムに関する設定 

ISA100赤外線通信設定(I)... USBポートの設定 

ISA100ゲートウェイ 
通信設定(G)... 

ゲートウェイのホスト名またはIPアド

レスの設定 

Modbus通信設定(M)... Modbus通信の設定 

HART(YOKOGAWA 
 N-IO)通信設定(A)... 

HART(YOKOGAWA N-IO)通信設定を

呼び出す 

SENCOM通信設定(S)… SENCOM通信設定を呼び出す 

DeviceFiles設定 DTM Setupを起動 DTM Setupツールを呼び出す 
DTM Setupツールについては「R-3 
DTM Setup」を参照 

DDファイル管理 DDファイル管理ツールを呼び出す 
DDファイル管理ツールについては

「R-1-1 ＤＤファイル」を参照 

オプション… セグメントビューワ更新時

にパラメータを表示する 

セグメントビューワでの典型パラメー

タの表示/非表示 

典型パラメータ選択 セグメントビューワの典型パラメータ

HMIに表示するパラメータを指定 
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メニューオプション 説明 

ツール オプション 機器保全情報から

DTM/Parameter Manager
の起動を行う際の経路… 

機器保全情報からDTMおよび

Parameter Manager起動の際の経路を

選択します 

ISA100プロビジョニング

設定… 

プロビジョニング情報ファイルの使用

の可否を選択します 

FDTプロジェクト…  FDTプロジェクトの新規作成、複製、

削除、外部ファイルからインポート、 
外部ファイルにエクスポート及び指定

したFDTプロジェクトを開く 

ヘルプ ユーザ登録…  ユーザ登録画面を起動 ユーザ登録に

関する処理を実施 

FieldMateについて…  FieldMateについて画面を起動 – バー

ジョン情報などの詳細を表示 
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パートＪ 機器ナビゲータ 

J-1 機器ナビゲータ画面 
■ メニュー 

表 J-1-1 機器ナビゲータ メニュー一覧 

メニュー 説明 

ファイル 機器保全情報のインポート…  機器保全情報を外部ファイルからイン

ポート 

機器保全情報のエクスポート

… 

 機器保全情報を外部ファイルにエクス

ポート 

シリアル番号のエクスポート

… 

 機器保全情報に登録されている機器シ

リアル番号を外部ファイルにエクスポ

ート 

終了  FieldMateを終了 

表示 更新  画面表示内容を更新 

ツールバー メニューバー メニューバーの表示/非表示 
操作 機器保全情報を開く…  機器保全情報画面を起動 

関連付けられたDTM...  機器に紐付けられたDTMをDTM 
Works 画面で起動 

DTMを選択…  機器DTM 選択ダイアログを表示し、

選択した機器DTM をDTM Works 画面

で起動 

Parameter Manager…  Parameter Manager 画面を起動 

トレンドグラフ  トレンドグラフ画面を表示 
機器保全情報を新規作成…  機器保全情報をマニュアルで作成 

機器保全情報を削除  機器保全情報を削除 

機器保全情報のエクスポート

… 

 機器保全情報を外部ファイルにエクス

ポート 

パラメータ比較－レポート出

力画面 
 パラメータ比較－レポート出力画面を

起動 
機器フラグの設定 オン 機器フラグをオンに変更 

オフ 機器フラグをオフに変更 

お気に入りに追加 新規作成 新しい「お気に入り」を作成 最大30
の「お気に入り」を定義可能 

操作  「お気に入り」一覧 選択した機器を、「お気に入り」に追

加 

お気に入りから削除  選択した機器を、「お気に入り」から

削除 

DDファイルのインストール

… 

 機器のDDファイルの追加 

機器アイコン設定…  機器アイコンを指定したファイルに設

定/デフォルトに戻す 

ツール ユーザ管理…  ユーザ管理画面を起動 FieldMateユ
ーザアカウントの管理 

通信設定 HARTモデム設定(H)... HARTモデム設定画面を起動 HART
モデムに関する設定 

FOUNDATION fieldbus 
通信設定(F)... 

NI-FBUS Interface Configuration Utility
もしくはSofting FFusb Configuration 
Toolを呼び出す 

BRAINモデム設定(B)… BRAINモデム設定画面を起動 BRAIN
モデムに関する設定 

ISA100赤外線通信設定(I)... USBポートの設定 



  7 
 

 

メニュー 説明 

ツール 通信設定 ISA100ゲートウェイ 
通信設定(G)... 

ゲートウェイのホスト名またはIPアド

レスの設定 

Modbus通信設定(M)... Modbus通信の設定 
HART(YOKOGAWA 
 N-IO)通信設定(A)... 

HART(YOKOGAWA N-IO)通信設定を

呼び出す 
SENCOM通信設定(S)… SENCOM通信設定を呼び出す 

DeviceFiles設定 DTM Setupを起動 DTM Setupツールを呼び出す 
DTM Setupツールについては「R-3 
DTM Setup」を参照 

DDファイル管理 DDファイル管理ツールを呼び出す 
DDファイル管理ツールについては

「R-1-1 ＤＤファイル」を参照 
オプション… セグメントビューワ更新時

にパラメータを表示する 

セグメントビューワでの典型パラメー

タの表示/非表示 

典型パラメータ選択 典型パラメータ選択画面を起動 

機器保全情報から

DTM/Parameter Manager
の起動を行う際の経路(S)… 

機器保全情報からDTMおよび

Parameter Manager起動の際の経路を

選択します。 

プロビジョニング設定(V)… プロビジョニング情報ファイルの使用

の可否を選択します。 

FDTプロジェクト  FDTプロジェクトの新規作成、複製、

削除、外部ファイルからFDTプロジェ

クトをインポート 
ヘルプ ユーザ登録…  ユーザ登録画面を起動 ユーザ登録に

関する処理を実施 

FieldMateについて…  FieldMateについて画面を起動 バー

ジョン情報等を確認 
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パートＲ 機器関連ファイルの追加/削除 

Ｒ-1 ＤＤファイルのインストール、機器ア

イコンの設定 

R-1-1 ＤＤファイル 

■ DDファイル管理 
HART、Foundation fieldbus H1、ISA100機器について、設定や状態の確認を行うため

には、機器に対応したDDファイルが必要となります。 
DDファイル管理機能では、FieldMateにインストール済のDDファイルの確認や、別途

入手したDDファイルをFieldMateにインストールすることができます。 

● 起動 

セグメントビューワもしくは機器ナビゲータの[ツール]メニューから、[DeviceFiles設
定] - [DDファイル管理]を選択します。DDファイル管理ダイアログが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  DD ファイル管理ダイアログ 
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● インストール済DDファイルの確認 

DDファイル管理ダイアログにおいて、[インストール済みDDの一覧]タブを選択し、通

信形式を選択すると、現在FieldMateにDDファイルがインストールされている機器の一

覧が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  DD ファイルインストール済機器一覧画面 

● DDファイルのインストール 

DDファイル管理ダイアログにおいて、[DDファイルのインストール]タブを選択し、別

途入手されたDDファイルが入ったフォルダを指定すると、そのなかのDDファイルが

FieldMateにインストールされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  DD ファイル選択画面 
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■ 現場作業時のDDファイル登録 
事前に必要なDDファイルを特定できずインストールすることができない場合は、現場

で機器に接続した際、予め用意しておいたDDファイルのインストール作業を行うこと

ができます。 

● 起動 

セグメントビューワもしくは機器ナビゲータにて機器を選択して、[操作] － [DDファイ

ルのインストール]より起動します。下記ダイアログが表示されます。 

「Device Filesメディアを挿入して下さい。」と
いうダイアログが表示され、メディアを挿入し
てOK後、Device File Installerが非表示で起
動され、その機器に関連するDDがインスト
ールされます。

フォルダ選択ダイアログが表示されます。

手順①②に従い操作を行います。

 
図 R-1-1 DD ファイル 

 
手順 ① フォルダ選択ダイアログにて、インストールしたいDDファイルの入ったフォル

ダを選択してOKを押します。（インストールしたいDDファイルは協会のwebサイト等

から入手します。） 

 
図 R-1-2 DD 選択 

 
選択したフォルダの中に、インストールに適したファイルが見つかった場合は手順②へ

移行。 
・ 機器レビジョンの異なるファイルはインストール対象にしない 
・ 選択したフォルダ名（機器タイプ）が、インストール対象の機器タイプと異なる場

合は、確認を行う 
例）『機器タイプの異なるDDファイルを選択した可能性があります。このまま続け

ますか?』 
 
手順 ② 確認ダイアログにて内容を確認します。 
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図 R-1-3 確認ダイアログ 
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パートＴ BT200タブレット 
 

Ｔ-1 概要 
FieldMateは、横河電機製BRAIN通信機器の設定・調整用にBT200タブレット機能を持

っています。BT200タブレットは、横河電機製ポータブル型ターミナル BT200と同じ

感覚でBRAIN機器の設定や調整ができます。 
また、横河電機製「VJ77 パラメータ設定ツール」に同梱されている「VJ77専用アダプ

タ」を使用することにより、CENTUMのシグナルコンディショナカードに対しても、

設定や調整ができます。 
 
BT200タブレットで接続した機器の情報は、FieldMateのデータベース（機器保全情

報）に自動的に保存されます。 
また、BT200タブレットの[リストアウト]機能にて取得した機器のパラメータ情報は、

FieldMateの機器保全情報における[パラメータ]に保存され、FieldMateの全パラメータ

機能と同様に、任意の形式での出力や比較ができます。 
 

  

横河電機製「VJ77 パラメータ設定ツール」に関しては、横河電機営業担当にご相談く

ださい。 
 

 

  

シグナルコンディショナカードの情報は、FieldMateのデータベース（機器保全情報）

には保存されません。 
 

参照 
[リストアウト]機能については、T-3-2 全パラメータ取得 を参照ください。 

 

参照 
FieldMateの全パラメータ機能については、H-2-3 全パラメータ/ゼロ調パラメータ を参照ください。 

 

  

BT200タブレットは、現場計器およびシグナルコンディショナカードの設定・調整に対

応しています。横河電機製変換器(JUXTAおよびYSシリーズ)への対応については、

JHT200 ハンディターミナルをご使用ください。 
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Ｔ-2-3  基本的な操作 

以下に基本的な操作方法を示します。 

■ 機器（シグナルコンディショナ）との接続 
FieldMateを機器もしくはシグナルコンディショナカードと接続します。 

● 機器との接続 

機器との接続ついては、「C-3 システム構成/接続例」を参照ください。 

● シグナルコンディショナとの接続 

シグナルコンディショナとの接続は、シグナルコンディショナネストのESC（シグナル

コンディショナ通信カード）およびEXT（エクステンションカード）に設けられている

ブレインターミナル接続用の専用コネクタを使用します。 
「VJ77 パラメータ設定ツール」に同梱されている「JUXTA通信用ケーブル（5ピンコ

ネクタ型）」を使用し接続してください。 

参照 
シグナルコンディショナネストのESC（シグナルコンディショナ通信カード）およびEXT（エクステ

ンションカード）との接続については、BT200 ブレインターミナル取扱説明書（IM 01C00A11-01）
を参照ください。 

 

■ モデムの選択および機器との通信 
BT200タブレット機能を起動すると下図のスタート画面が表示されます。 
モデムの選択では、機器との通信を行う場合は「USB FieldMate Modem」を、シグナ

ルコンディショナとの通信を行う場合は「VJ77 Modem」を選択してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 T-2-3 スタート画面 
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対象のモデムが接続されているCOMポートを選択後、[通信開始]ボタンをクリックする

と、機器（シグナルコンディショナ）との通信が開始されます。 
機器（シグナルコンディショナ）との通信が確立すると、初期データ画面が展開しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 T-2-4 初期データ画面 

 
接続した機器（シグナルコンディショナ）の形名（MODEL）、タグNo.（TAG 
NO.）、自己診断情報（SELF CHECK）を確認します。[OK]をクリックすると、メニュ

ー画面に入ります。 
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● シグナルコンディショナとの接続 

シグナルコンディショナカードに対して、ESC（シグナルコンディショナ通信カード）

経由で接続した場合、上記の初期データ画面の前に、スロット番号入力画面が表示され

ます。 
操作対象となるシグナルコンディショナカードのスロット番号を入力し[ENTER]ボタン

を押すと、指定したスロット番号に接続されたシグナルコンディショナカードに関する

初期データ画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  スロット番号入力画面 
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