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1. 概要
FieldMate タブレットは パナソニック製７インチ型タ
フパッドにフィールド機器に対する設定ソフトウェ
アである FieldMate を搭載したタブレット PC セット
です。

<FieldMate の主な特長 >
FieldMate は，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 では，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行えます。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。

FieldMate 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

*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 FOUNDATION
TM 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。

その他，FieldMate に関する詳細仕様は GS 01R01A01-01 
をご参照ください。

*  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。

*  BRAIN, HART 以外は別途モデムが必要です。

FieldMate タブレット

FieldMate タブレットは パナソニック製７インチ型タ
フパッドにフィールド機器に対する設定ソフトウェ
アである FieldMate を搭載したタブレット PC セット

FieldMate は，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

FieldMate では，初期設定，日常のメンテナンス，ト その他，FieldMate に関する詳細仕様は GS 01R01A01-01 
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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。
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3. 基本仕様
• タブレット PC（パナソニック製 タフパッド）
品番 FZ-M1J 
OS *1 Windows 10 Pro 64 ビット（日本語版）
CPU インテル ® vPro ™ テクノロジー採用

インテル ® Core ™ i5-7Y57 vPro ™ プロセッサー 1.20 GHz
（キャッシュ 4MB *4 インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大 3.30 GHz）

液晶 7 型（16:10） WXGA（1280x800 ドット） 静電容量式マルチタッチパネル *2

ストレージ SSD： 128 GB *3

メモリー 4 GB *4

質量 約 540 g *5

駆動時間 約 10 時間駆動 *6

消費電力 最大約 60W *7

外形寸法 幅 202.7 mm × 奥行 132 mm × 厚み 18 mm（突起部除く）
インタフェース *8 カメラ（フロント，リア），マイク入力，オーディオ出力（ヘッドセットミニジャック M3.5），スピー

カー，Bluetooth v4.2，USB3.0 ポート x1，無線 LAN IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac 準
拠

その他性能 150 cm 落下試験（非動作時・6 方向），防塵・防滴：IP65 準拠，耐振動：MIL-STD-810G 準拠，動作温度：
-10℃ ～ 50℃

*1： Windows 10 の OS バージョンは，品番変更はせずに機種毎の切り替えタイミングにて，Windows 10 の最新 OS バージョンに切り替えて出荷い
たします。

 OS および導入済みソフトウェアは，お買い上げ時にインストールされている OS，リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストー
ルした OS のみサポートします。

*2： 10 フィンガー対応のマルチタッチ。水滴モード時は 2 フィンガータッチ。
*3： ストレージ容量は 1 GB=1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは，これよりも小さな数値で GB 表示される場合があ

ります。
*4： メモリー容量は 1 GB=1,073,741,824 バイト。メモリーの増設はできません。
*5： 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
*6： 付属のバッテリーパック装着時。JEITA バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は，動作環境・液晶の輝度・

システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。
*7： パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電のときはパソコン本体で約 0.5 W の電力を消費します。AC アダプターをパソコン本体に接続

していなくても，電源コンセントに接続したままにしていると，AC アダプター単体で最大 0.3 W の電力を消費します。
*8： すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。

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
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2. 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
• 24 V DC 電源
•  負荷抵抗 （250 Ω ± 10％）
• USB FieldMate モデム
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4. 形名およびコード一覧
FieldMate タブレット

●形名・基本仕様コード
形名 基本仕様コード 仕様 備考

FSA310 ���������������������������������������������� FieldMate タブレット
タブレットタイプ -1�������������������������������������������� 常に1 パナソニック製 タフパッド

— 1������������������������������������ 常に1
言語 1���������������������������� 常に1 日本語

— 1������������������� 常に1
※ FieldMate ソフトウェアメディア，デバイスファイルメディアおよび USB FieldMate モデムは標準で付属されます。
※ 本製品は日本国内仕様であり，海外の規格などには準拠しておりません。
※ 防爆品ではありません。

●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） F9197DS
デバイスファイルメディア（DVD-ROM） F9197DT
USB FieldMate モデム F9197UF

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

46
18

84

単位: mm
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図 1: USB FieldMate モデム

ケーブル全長 : 約 2.3 m

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 40 mA＠ +5 V

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 Vrms （50 Hz）

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 27 cm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：EN IEC 63000 適合

・ KC：MSIP-REM-YHQ-EEN441
・ RCM：EN61326-1 Class A, Table1
・ EAC：TP TC 020/2011
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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。

6. パッケージングの詳細
FieldMate タブレット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。
< 製品 >
• パナソニック製 タフパッド
• ショルダーケース
• 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
< 書類 >
• FieldMate タブレットスタートガイド
• ライセンス番号シート
• 簡易スタートマニュアル
• Safety Instruction Manual
*  Safety Instruction Manualは，USB FiewldMateモデム用です。
*  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/

7. 媒体の詳細

■ FieldMate タブレットのメディアの内容
CD-ROM：FieldMate 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
•  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。

8. 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/

2021.06.18-00

9. ユーザ登録
購入時に添付しているライセンス番号を使用して
Web サイトでユーザ登録を行って頂くと FieldMate
最新ソフトウェア・アップデート情報などがダウン
ロードできるようになります。
https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/

10. 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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