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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 
 
 
 

  



  4 
 

 

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K 機器調整/設定機能 
 

K-2 HART用汎用DTM 

K-2-2 シンプルDTM 

HART機器に対して，簡単な操作が行えるユーザインタフェースを用意しています。 
 
（対象機器の制限が解除されたため，「表 K-2-1 シンプルDTMの対象機器」は削除し

ます。） 
 

● パラメータの表示 

 

  

一部の他社製機器の場合，タッチでの操作に制限がかかり，フリックで画面をスクロー

ルできない場合があります。この場合は，シンプルDTM画面の右端をタッチすること

でスクロールバーが表示されますので，スクロールバーを操作して画面をスクロールし

てください。 
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● パラメータの設定 

（文章を修正いたします。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 K-2-5 パラメータ変更後 
 
画面下の[機器へダウンロード]ボタンを押すと，変更されたパラメータが機器にダウン 
ロードされます。 
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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。 
 

 
１．調整前校正結果表示ダイアログが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 S-2-11 調整前校正結果表示ダイアログ 
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２．校正結果を参照し「合格」「不合格」「その他」のボタンを押して判定します。な

お「その他」の場合はコメント欄への記述が必要です。 
３．[全パラメータ保存]ボタンを押すと，FieldMateの「全パラメータ保存」機能が起動

します。機器のパラメータの取得完了後，[閉じる]ボタンをクリックすると調整前

校正結果表示ダイアログに戻ります。なお，パラメータの保存が正常終了した際

は，[全パラメータ保存]ボタンに「保存済」と表示されます。 
 

  

通信対象外機器の場合は，「全パラメータを保存する」は使用できません。 
 

 
４．結果の出力が必要な場合は，[レポート出力]ボタンをクリックすると，レポート出

力ダイアログが表示されます。ここで「テキスト」「Webブラウザ」「テンプレー

ト」の形式で校正結果を出力できます。結果の出力は操作ログ画面の校正作業履歴

からも行えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 S-2-12 レポート出力ダイアログ 
 

補足 
テンプレートボタンは，Microsoft🄬🄬 WordまたはExcelがインストールされていない場合は，使用できま

せん。 

 

５．[次へ]ボタンをクリックすると，調整画面に移動します。 
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■ 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。 
 

 
１．調整後校正結果表示ダイアログが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 S-2-14 調整後校正結果表示ダイアログ 
 

２．校正結果を参照し「合格」「不合格」「その他」のボタンを押して判定します。な

お「その他」の場合はコメント欄への記述が必要です。 
３． [全パラメータ保存]ボタンを押すと，FieldMateの「全パラメータ保存」機能が起

動します。機器のパラメータの取得完了後，[閉じる]ボタンをクリックすると調整

後校正結果表示ダイアログに戻ります。なお，パラメータの保存が正常終了した際

は，[全パラメータ保存]ボタンに「保存済」と表示されます。 
 

  

通信対象外機器の場合は，「全パラメータを保存する」は使用できません。 
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４．結果の出力が必要な場合は，[レポート出力]ボタンをクリックすると，レポート出

力ダイアログが表示されます。ここで「テキスト」「Webブラウザ」「テンプレー

ト」の形式で校正結果を出力できます。結果の出力は操作ログ画面の校正作業履歴

からも行えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 S-2-15 レポート出力ダイアログ 
 

補足 
テンプレートボタンは，Microsoft🄬🄬 WordまたはExcelがインストールされていない場合は，使用できま

せん。 

 

５．[次へ]ボタンをクリックすると，キャリブレーション支援機能は終了画面に移動し

ます。 
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S-4 報告書テンプレート 

S-4-2  IDとパラメータ 

下表に，IDとパラメータの説明を示します。 
 

表 S-4-1 IDとパラメータ 
ID パラメータの説明 

(Device Tag) 機器タグ 

(Model) モデル 

(Serial No) 製造番号 

(Product Date) 製造年月 

(Loop Name) ループ名称 

(Press. Range Lower) 入力レンジ（下限） 

(Press. Range Upper) 入力レンジ（上限） 

(Press. Range Unit) 入力レンジ（単位） 

(Output Range Lower) 出力レンジ（下限） 

(Output Range Upper) 出力レンジ（上限） 

(Output Range Unit) 出力レンジ（単位） 

(Display Range Lower) 目盛（上限） 

(Display Range Upper) 目盛（下限） 

(Display Range Unit) 目盛（単位） 

(Tolerance) 許容誤差 

(Square Root Output) 開平処理 

(As Found CPnn Point Input) 調整前校正 校正ポイント nn 基準圧力値 

(As Found CPnn Point Output) 調整前校正 校正ポイント nn 基準電流値 

(As Found CPnn Pressure) 調整前校正 校正ポイント nn 測定圧力値 

(As Found CPnn Current) 調整前校正 校正ポイント nn 測定電流値 

(As Found CPnn Error%) 調整前校正 校正ポイント nn 誤差 

(As Found CPnn Judge) 調整前校正 校正ポイント nn 判定 

(As Found CPnn Time) 調整前校正 校正ポイント nn 記録日時 

(As Found Judge) 調整前校正 判定 

(As Found Sensor Model) 調整前校正 外部センサー モデル 

(As Found Sensor Serial) 調整前校正 外部センサー シリアル番号 

(As Found Sensor Range) 調整前校正 外部センサー 測定レンジ 

(As Found Comment) 調整前校正 コメント 

(As Found Comment Line n) 調整前校正 コメント n行目 
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ID パラメータの説明 

(As Found Calibrator Model) 調整前校正 キャリブレータ モデル 

(As Found Calibrator Serial) 調整前校正 キャリブレータ シリアル番号 

(As Found User) 調整前校正 FieldMateユーザ 

(As Left CPnn Point Input) 調整後校正 校正ポイント nn 基準圧力値 

(As Left CPnn Point Output) 調整後校正 校正ポイント nn 基準電流値 

(As Left CPnn Pressure) 調整後校正 校正ポイント nn 測定圧力値 

(As Left CPnn Current) 調整後校正 校正ポイント nn 測定電流値 

(As Left CPnn Error%) 調整後校正 校正ポイント nn 誤差 

(As Left CPnn Judge) 調整後校正 校正ポイント nn 判定 

(As Left CPnn Time) 調整後校正 校正ポイント nn 記録日時 

(As Left Judge) 調整後校正 判定 

(As Left Sensor Model) 調整後校正 外部センサー モデル 

(As Left Sensor Serial) 調整後校正 外部センサー シリアル番号 

(As Left Sensor Range) 調整後校正 外部センサー 測定レンジ 

(As Left Comment) 調整後校正 コメント 

(As Left Comment Line n) 調整後校正 コメント n行目 

(As Left Calibrator Model) 調整後校正 キャリブレータ モデル 

(As Left Calibrator Serial) 調整後校正 キャリブレータ シリアル番号 

(As Left User) 調整後校正 FieldMateユーザ 

(Final CPnn Point Input) 最新校正 校正ポイント nn 基準圧力値 

(Final CPnn Point Output) 最新校正 校正ポイント nn 基準電流値 

(Final CPnn Pressure) 最新校正 校正ポイント nn 測定圧力値 

(Final CPnn Current) 最新校正 校正ポイント nn 測定電流値 

(Final CPnn Error%) 最新校正 校正ポイント nn 誤差 

(Final CPnn Judge) 最新校正 校正ポイント nn 判定 

(Final CPnn Time) 最新校正 校正ポイント nn 記録日時 

(Final Judge) 最新校正 判定 

(Final Sensor Model) 最新校正 外部センサー モデル 

(Final Sensor Serial) 最新校正 外部センサー シリアル番号 

(Final Sensor Range) 最新校正 外部センサー 測定レンジ 

(Final Comment) 最新校正 コメント 

(Final Comment Line n) 最新校正 コメント n行目 

(Final Calibrator Model) 最新校正 キャリブレータ モデル 

(Final Calibrator Serial) 最新校正 キャリブレータ シリアル番号 

(Final User) 最新校正 FieldMateユーザ 

(Calibration Start Date) 校正作業開始日時 
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ID パラメータの説明 

(Calibration End Date) 校正作業終了日時 

(Calibrator Model) キャリブレータ モデル 

(Calibrator Serial) キャリブレータ シリアル番号 

(Calibrator Firm) キャリブレータ ファームウェア 

(Calibration Point) 校正ポイント数 

(Direction) 校正方向 

(Averaging) アベレージング 

(Scaling) スケーリング 

(Scaling Span Lower) スケーリング - スパン（下限） 

(Scaling Span Upper) スケーリング - スパン（上限） 

(Scaling Span Unit) スケーリング - スパン（単位） 

(Scaling Scale Lower) スケーリング - スケール（下限） 

(Scaling Scale Upper) スケーリング - スケール（上限） 

(Scaling Scale Unit) スケーリング - スケール（単位） 

(Calibration range Lower) 校正範囲（下限） 

(Calibration range Upper) 校正範囲（上限） 

(Record Mode) 記録方法 

(Record Range) 記録方法（自動）- 範囲 

(Record Time) 記録方法（自動）- 維持時間 
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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。 
 
６．FieldMateの作業選択画面から起動する 
７．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 
（本章における以降の内容は，既存のIMと同じです）  
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Appendix-I  校正報告書作成ツール 
 

校正報告書作成ツールは，マルチファンクションプロセスキャリブレータ CA550（横

河計測株式会社製）で記録された校正データに対して，任意の形式で報告書に変換して

出力するツールです。 
 

  

本ツールを使用するためには，CA550のファームウェアのバージョンが，2.03.000以上

であることが必要です。 
CA550のファームウェアについては，CA550の取扱説明書を参照ください。 
 

 

  

本ツールを使用するためには，CA550の設定および操作を以下のようにしておく必要が

あります。 
・ 小数点記号を「コンマ」に設定している場合は，CSV区切り記号を「コンマ」以外

に設定しておく必要があります。 
・ 校正作業はプログラムスイープ機能を使用して行う必要があります。 
CA550の操作および設定方法については，CA550の取扱説明書を参照ください。 
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■ 使用手順 
CA550に保存された校正データをレポートとして出力する手順を示します。 
 
1. CA550とPCをUSBケーブルで接続し，エクスプローラーを使って，PCの任意の場

所にコピーします。校正データは，CA550内のROOT\CalibrationDataフォルダの下

にCSVファイルで保存されています。 
CA550とPCの接続については，CA550の取扱説明書を参照ください。 

2. 本ツールに校正データを読み込みます。 
3. 必要に応じて，校正データ内のタグ名やシリアル番号などの情報を編集します。 
4. 校正データを選択し，レポートとして出力します。 

出力方法には，テキストファイル，Webブラウザでの表示，テンプレート機能によ

るMicrosoft® WordまたはExcelファイルでの出力の3種類があります。 
 

■ 機能の詳細 

● 起動 

本ツールは，Windowsのスタートメニューから起動します。 
(スタートメニュー) – [YOKOGAWA FieldMate]内の「Report generation (CA550)」を選

択します。 
下図の画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 App.-I-1 ツール画面（起動時） 
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● 校正データの選択 

報告書を作成する対象となる校正データをツールに読み込みます。 
CA550は校正データをcsvファイルで保存するようになっており，本機能の画面左上の

[校正データ選択]ボタンを押すことで，この校正データのファイルを選択し，読み込む

ことができます。 
[校正データ選択]ボタンで表示される「校正データ選択」ダイアログではデフォルトで

「(アカウント)\Documents」フォルダが選択されているため，CA550の校正データファ

イルが保存されているフォルダを選択してください。 
なお，校正データファイル選択時に，FieldMateとCA550がUSBケーブルで接続されて

いる場合，自動的にCA550内のフォルダ（ROOT\CalibrationData）が選択されます。 
校正データのファイルは複数選択することができます。 
選択された校正データは，下図のように一覧で表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 App.-I-2 校正データ選択後 
 
一覧表示後に，再度，校正データの選択を行った場合，選択されたデータが一覧にない

場合は一覧に追加されます。また，一覧にある場合は，そのデータの編集情報は破棄さ

れ，あらためて選択したデータが表示されます。 
 
 

  

校正データは選択ファイルの読み込み順で表示されます。データ整理のため，作業開始

前に「校正日時」などの項目でソートをかけておくことをお勧めいたします。 
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● 校正データの編集 

CA550で保存された校正データには，校正対象を特定する情報が登録されていない場合

があります。本ツールでは，そのような情報を入力して校正データに編集・追加するこ

とができます。 
編集できる項目は以下のとおりです。 

・ 機器タグ 
・ モデル 
・ シリアル番号 
・ ループ名称 

編集した項目のセルはマゼンダになります。また，画面下部の[校正データ保存]ボタン

が有効になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 App.-I-3 校正データの編集 
 

● 校正データの保存 

校正データの編集後，[校正データ保存]ボタンを押すことで，編集された校正データが

保存されます。保存が完了した校正データは，マゼンダになっていたセルが白に変わり

ます。また，画面下部の[校正データ保存]ボタンが無効になります。 
 保存先のデフォルトは「(アカウント)\Documents」フォルダが選択されているた

め，必要に応じて任意の保存先を選択してください。また，保存先にCA550内のフ

ォルダを指定することはできません。 
 保存時の校正データのファイル名は以下のとおりです。 

FM-CA550_(元のファイル名).csv 
※ファイル名は，一覧画面の「校正データ」に表示されている内容です。 
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● 校正レポートの出力 

校正データを校正レポートとして出力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 App.-I-4 校正レポートの出力 
 
画面左のチェックボックスで，レポート出力したい校正データを選択すると，画面右下

の[レポート出力]ボタンが有効になります。 
ただし，選択した校正データに編集中のもの（セルがマゼンダになっているもの）が含

まれている場合は，有効になりません。編集中の校正データは必ず「校正データ保存」

行った後に選択するようにしてください。 
 
[レポート出力]ボタンを押すと，下図のダイアログが表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
図 App.-I-5 校正レポートの形式選択 
 

  

校正レポートの出力形式のうち「テキスト」と「Webブラウザ」は，レポート出力のデ

ータを1つだけ選択した場合のみ有効となります。また「テンプレート」はPCに

Microsoft® WordまたはExcelがインストールされている場合のみ有効となります。 
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それぞれの出力形式選択後の動作は以下のとおりです。 
・ テキスト:  

テキスト形式のレポートを出力し，メモ帳で表示します。 
レポートの出力先は「(アカウント)\Documents\FM-CA550」フォルダです。 
またファイル名は，CalReport_(機器タグ)_YYYYMMDDhhmmss.txtです。 
※機器タグが未設定の場合は(機器タグ)は省略されます。 
※YYYYMMDDhhmmss：校正日時 YYYY/MM/DD hh:mm:ss 

・ Webブラウザ: 
表形式のレポートをWebブラウザで表示します。 

・ テンプレート: 
テンプレートファイル選択ダイアログが表示されます。 
テンプレートファイルを選択すると，校正データをテンプレートの形式でレポ

ートとして出力します。 
- 選択された校正データが一つの場合は，作成されたレポートをMicrosoft® 

WordまたはExcelで表示します。 
- 選択された校正データが複数の場合は，レポートの出力先のフォルダを開

きます。 
レポートの出力先は「(アカウント)\Documents」フォルダです。 
またファイル名は，CalReport_(機器タグ)_YYYYMMDDhhmmss.(拡張子)で
す。 
※機器タグが未設定の場合は(機器タグ)は省略されます。 
※YYYYMMDDhhmmss：校正日時 YYYY/MM/DD hh:mm:ss 
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■ テンプレート 
本ツールが保存した校正データには，それぞれにIDが割り付けられています。 
Microsoft® Word，またはExcelのファイルにて，文章や表などを記述し，校正データを

表示したい場所に，校正データに該当するIDを記載します。 
レポート出力機能の「テンプレート」では，選択したテンプレートファイル内のIDを，

校正データの値に置き換えることで，レポートを作成します。 
以下にIDと校正データの関係を示します。校正データ説明欄の意味については，CA550
の取扱説明書を参照ください。 
 

表 App.-I-1 ID と校正データ 

ID 校正データ説明 

(TAG NO) 機器タグ名（編集可） 

(MODEL NO) モデル（編集可） 

(SERIAL NO) シリアル番号（編集可） 

(LOOP NAME) ループ名（編集可） 

(FUNCTON1 RANGE) FUNCTION1のレンジ 

(FUNCTON1 UNIT) FUNCTION1の単位 

(FUNCTON1 0%VALUE) FUNCTION1の0%値（レンジの範囲） 

(FUNCTON1 100%VALUE) FUNCTION1の100%値（レンジの範囲） 

(FUNCTON2 RANGE) FUNCTION2のレンジ 

(FUNCTON2 UNIT) FUNCTION2の単位 

(FUNCTON2 0%VALUE) FUNCTION2の0%値（レンジの範囲） 

(FUNCTON2 100%VALUE) FUNCTION2の100%値（レンジの範囲） 

(CONTACT INPUT) 接点入力設定 

(TC SETTING TERMINAL) 接点入力設定 

(TC SETTING TC-B RJC) TC-B RJC設定 

(TC SETTING BURNOUT) バーンアウト設定 

(TC SETTING SCALE) TC温度目盛り標準 

(FREQUENCY SETTING VOLT) 振幅電圧 

(FREQUENCY SETTING COUNT) 出力カウント数 

(CONTACT OUTPUT) 接点出力 

(CPnn DATE) 校正ポイントnnの日付 

(CPnn TIME) 校正ポイントnnの時間 

(CPnn FUNCTION1) 校正ポイントnnのFUNCTION1データ 

(CPnn FUNCTION2) 校正ポイントnnのFUNCTION2データ 

(CPnn ERROR%) 校正ポイントnnの誤差 

(CPnn PASS/FAIL) 校正ポイントnnの試験の合否 

(MODEL) キャリブレータのモデル（CA550で固定） 

(CALIBRATION DATE) 校正実施日時 

(CALIBRATOR S/N) CA550のシリアルNo. 
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Appendix-J  FieldMate関連ドキュメント 
 

FieldMateの関連ドキュメントを以下に示します。 
 

表 App.-J-1 FieldMate 関連ドキュメント 

タイトル Document No. 
FieldMate 機器調整・設定・管理ソフトウェア IM 01R01A01-01 
FieldMate R3.04 Operational Precaution IM 01R01A01-91E 
FieldMate Versatile Device Management Wizard Getting Started IM 01R01A04-01E 
液分析計校正管理 IM 01R01A07-01JA 
PRM 同期ツール IM 01R01A20-01 
フィールド診断機能 NE-107 IM 01R01A15-01 
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