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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）18版をもとに，修正事項を記載しています。 
 

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 
 

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 

Non-Communication機器リス

トのインポート 
 通信対象外機器のリストを外部ファイルからイン

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 

BT200タブレット  BT200タブレット機能を起動 

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 
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メニューオプション 説明 
トレンドグラフ  トレンドグラフ機能を表示 

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 

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 

ゼロ調パラメータ  ゼロ調パラメータ取得機能を起動 

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 

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 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 

NI-FBUS Interface Configuration Utilityもしくは

Softing FFusb Configuration Toolを呼び出す 

BRAINモデム設定 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 USBポートの設定 

ISA100ゲートウェイ 
通信設定 

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 Modbus通信の設定 

HART (YOKOGAWA 
 N-IO)通信設定 

HART(YOKOGAWA N-IO)通信設定を呼び出す 

SENCOM通信設定 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 
 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Ｈ セグメントビューワ 

H-2 セグメントビューワ画面 
■ メニュー 

 
表 H-2-1 セグメントビューワメニュー (1/2) 

メニューオプション 説明 

ファイル 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 

BT200タブレット  BT200タブレット機能を起動 

Parameter Manager  Parameter Manager 画面を起動 

Device Viewer  DeviceViewer画面を起動 

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 

トレンドグラフ  トレンドグラフ機能を表示 

DD Menu  DD Menu 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 

ゼロ調パラメータ  ゼロ調パラメータ取得機能を起動 

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 

FOUNDATION fieldbus 
通信設定 

 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 

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 
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パートS キャリブレーション支援機能 
 

S-2 キャリブレーション支援機能の使用 

S-2-4  キャリブレーション支援機能の操作手順 

■ 調整前校正結果表示 
調整前校正結果を確認します。 
各校正ポイントの判定より，「合格」「不合格」「その他」を選択します。 
この画面では，校正結果を外部に出力できます。また，FieldMateと通信可能な機器の

場合は，次の処理に移動する前に機器の全パラメータを保存することもできます。 
 

  

キャリブレーション支援機能実行時に，BT200タブレットまたはDTM Worksを起動し

た状態である場合，機器の全パラメータの保存機能を動作することはできません。一

旦，BT200タブレットまたはDTM Worksを終了した後，あらためて全パラメータの保

存を行ってください。 
 

 

■ 調整後正結果表示 
調整後校正結果を確認します。 
各校正ポイントの判定より，「合格」「不合格」「その他」を選択します。 
この画面では，校正結果を外部に出力できます。また，FieldMateと通信可能な機器の

場合は，次の処理に移動する前に機器の全パラメータを保存することもできます。 
 

  

キャリブレーション支援機能実行時に，BT200タブレットまたはDTM Worksを起動し

た状態である場合，機器の全パラメータの保存機能を動作することはできません。一

旦，BT200タブレットまたはDTM Worksを終了した後，あらためて全パラメータの保

存を行ってください。 
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パートＴ BT200タブレット 
 

Ｔ-2 使用方法 

Ｔ-2-1  起動 

BT200タブレットの起動方法は，以下の2つがあります。 
 
１．FieldMateの作業選択画面から起動する 
２．FieldMateのセグメントビューワで操作メニューから起動する 
 
 

  

BT200タブレットをFieldMateのセグメントビューワから起動した場合は，シグナルコ

ンディショナカードとの接続はできません。 
 

 

  

BT200タブレットをFieldMateのセグメントビューワから起動している間は，以下の機

能を起動することはできません。 
・ セグメントビューワの更新機能 
・ 全パラメータ取得機能 
・ ゼロ調パラメータ取得機能 
・ 入力ループテストサポート機能 
・ キャリブレーション支援機能 
・ ゼロ点調整機能 
・ 機器アイコン設定 
・ DTM 
・ BRAINモデム設定 
 

 

  

DTM起動中は，BT200タブレットをFieldMateのセグメントビューワから起動できませ

ん。 
 

 

■ FieldMateの作業選択画面から起動する場合 
（以下は既存のIMと同じ内容です） 


	パートＧ 画面構成とメイン画面メニュー
	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
	G-2 メイン画面メニュー

	パートＨ セグメントビューワ
	パートＨ セグメントビューワ
	H-2 セグメントビューワ画面
	H-2 セグメントビューワ画面

	パートS キャリブレーション支援機能
	パートS キャリブレーション支援機能
	S-2 キャリブレーション支援機能の使用
	S-2 キャリブレーション支援機能の使用
	S-2-4  キャリブレーション支援機能の操作手順
	S-2-4  キャリブレーション支援機能の操作手順


	パートＴ BT200タブレット
	パートＴ BT200タブレット
	Ｔ-2 使用方法
	Ｔ-2 使用方法
	Ｔ-2-1  起動
	Ｔ-2-1  起動



