
General
Specifications

<< 目次 >>  << 索引 >>

GS 01W01A01-01JA

フィールド無線システム概説

GS 01W01A01-01JA
 2010. 07. 06  初版 (YK)
 2021. 12. 01 9 版 (KP)

■ 概要
この一般仕様書（GS）は，フィールド無線システム
の特長，システム構成機器，ホストシステムとの接
続について解説します。
本書に掲載している製品の詳細については，巻末の
関連ドキュメントリストを参照してください。

■ フィールド無線システムとは
フィールド無線システムとは，工場やプラントにお
いて無線通信機能を搭載したフィールド機器とシス
テム機器が構築するネットワークです。

■ フィールド無線システムの特長

● 設置自由度の高さ
フィールド無線の導入により，有線による計装工
事では配線が困難な場所や配線工事が不経済な場
所へのフィールド機器の設置や一時的な設置が可
能になります。

● 双方向フルディジタルネットワーク
フィールド無線システムの無線通信は双方向フル
ディジタルネットワーク通信です。このディジタル
通信により，機器の状態監視，状態診断監視，機
器パラメータの調整など，プロセス値だけでなく，
多くの情報通信が可能です。

■ 横河電機のフィールド無線システム

□ 無線通信規格
横河電機のフィールド無線システムは，国際計測制
御学会（ISA: International Society of Automation）
が定めたインダストリアルオートメーション用無
線通信規格 ISA100.11a に準拠しています。
ISA100.11a は，国際電気標準会議（IEC: International 
Electrotechnical Commission）が承認した国際標準
規格（IEC 62734）です。

□ システム構成
フィールド無線システムは，アクセスポイントや
ゲートウェイといったフィールド無線システム機
器と，その下位へ無線通信で接続される無線フィー
ルド機器，その上位へ接続される PC で構成されま
す。上位に接続されるフィールド無線管理 PC では，
フィールド無線システムの設定や管理を行います。
フィールド無線システムは，DCS などと組み合わ
せる大規模構成から，レコーダなどと組み合わせ
る小規模構成まで，様々なシステム構成に対応し
ます。
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● フィールド無線用管理ステーション
フィールド無線用管理ステーションは，大規模・
高信頼なプラント向けのフィールド無線システム
機器です。フィールド無線用管理ステーションは，
複数のフィールド無線サブネットと接続できるこ
とで大規模なフィールド無線システムに柔軟に対
応できます。また，冗長化構成にすることで高信
頼なフィールド無線システムを可能にします。
フィールド無線用管理ステーションは，フィールド
無線用アクセスポイントを経由した無線フィール
ド機器とホストシステムを接続するゲートウェイ
機能と，フィールド無線ネットワークを設定・管理
するマネージャー機能を持ちます。フィールド無
線ネットワークの設定・管理は，フィールド無線用
管理ステーションに搭載される「フィールド無線用
管理コンソール」で行います。このソフトウェアは，
フィールド無線用管理ステーションと Ethernet で
接続するフィールド無線管理 PC で使用します。

－フィールド無線用管理コンソール
フィールド無線用管理コンソールは，フィール
ド無線用管理ステーションに搭載されたソフト
ウェアで，フィールド無線システム機器とフィー
ルド無線ネットワークの設定や保守をおこなう
コンフィグレータ機能と，フィールド無線ネット
ワークの管理や稼動状態の確認を行うモニター
機能を持ちます。

● フィールド無線用アクセスポイント
フィールド無線用アクセスポイントは，無線フィー
ルド機器とフィールド無線用管理ステーションを
接続する機能を持ちます。フィールド無線用アク
セスポイントは，無線フィールド機器と無線通信
で接続し，フィールド無線用管理ステーションと
Ethernet で接続します。
フ ィ ー ル ド 無 線 用 ア ク セ ス ポ イ ン ト の 設 定 は，
フィールド無線用アクセスポイントに付属のソフ
トウェア「フィールド無線用アクセスポイント設
定ツール」で行います。このソフトウェアをイン
ストールしたフィールド無線設定用 PC とフィール
ド無線用アクセスポイントは赤外線通信で接続し
ます。

－フィールド無線用アクセスポイント設定ツール
フィールド無線用アクセスポイントを設定する
ためのソフトウェアです。
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－赤外線アダプタ
フィールド無線用アクセスポイントの設定には，
フィールド無線用アクセスポイント設定ツール
をインストールしたフィールド無線設定用 PC に
赤外線アダプタが必要です。
＜赤外線アダプタの例＞
ACTiSYS 製 赤外線アダプタ ：ACT-IR224UN-LN96-
LE 9600bps
詳細については，ACTiSYS 社にお問い合わせくだ
さい。

● フィールド無線用メディアコンバーター
フ ィ ー ル ド 無 線 用 メ デ ィ ア コ ン バ ー タ ー は，
100BASE-TX（ツイステッド・ペア・ケーブル）を
100BASE-FX（光ファイバーケーブル）に変換する
機能を持ちます。フィールド無線用メディアコン
バーターは，フィールド無線用管理ステーション
とフィールド無線用アクセスポイントの配線が屋
外や長距離となる場合に使用します。

● フィールド無線用通信モジュール
フィールド無線用通信モジュールは，ISA100.11a
が規定するデバイスもしくはゲートウェイに対応
し，どちらか一方を選択することができます。
ゲートウェイとして使用する場合は，インタフェー
スアダプタと組み合わせてフィールド無線システ
ムの構築をします。フィールド無線用通信モジュー
ルは，Modbus/RTU インタフェースに対応したホ
ストシステムとの接続が可能です。
デバイスとして使用する場合は，FN シリーズ無線
用モジュールと組み合わせます。
フィールド無線用通信モジュールは，無線フィー
ルド機器と通信を行うアクセスポイントの機能と，
ホストシステムからの要求に応じて無線フィール
ド機器のデータを収集するゲートウェイの機能を
持ちます。

● ペーパーレスレコーダ 無線モデル
ISA100.11a が規定するゲートウェイを搭載した
ペーパレスレコーダです。無線フィールド機器から
のデータや，本体に装着した入出力モジュールから
の測定データをリアルタイムで表示します。フィー
ルド無線ネットワークの設定・管理は「フィール
ド無線用コンフィグレータ」と「フィールド無線
用管理ツール」で行います。

－フィールド無線用コンフィグレータ
フィールド無線ネットワークの設定や保守等を
行うためのソフトウェアです。

－フィールド無線用管理ツール
フィールド無線ネットワークと無線フィールド
機器の管理や稼動状態の確認を行うソフトウェ
アです。
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● 無線フィールド機器
－ EJX□□□L シリーズ差圧・圧力伝送器

ISA100.11a 無線通信規格に適合した差圧・圧力
伝送器です。

－ YTA510 温度伝送器
ISA100.11a 無線通信規格に適合した温度伝送器
です。

－ YTMX580 多点温度伝送器
ISA100.11a 無線通信規格に適合した多点入力タ
イプの温度伝送器です。

－ FN シリーズ フィールド無線用モジュール
ISA100.11a 無線通信規格に適合した無線通信機
能や，HART, Modbus プロトコルの変換機能，
4-20 mA アナログ入力やデジタル入出力の機能，
電磁弁を操作する機能を持ったフィールド無線
用モジュールです。

－ ISA100.11a 適合機器
ISA100 Wireless Compliance Institute が認定した
ISA100.11a 適合機器をサポートします。詳細に
ついては，当社各営業拠点またはご購入の代理店
までご連絡ください。

● FieldMate
FieldMate はフィールド機器に対する設定ソフト
ウェアです。フィールド無線システムでは，無線
フィールド機器をフィールド無線ネットワークへ
参加させるための設定や無線フィールド機器のパ
ラメータ設定に使用します。このソフトウェアを
インストールしたフィールド無線設定用 PC と無線
フィールド機器は赤外線通信で接続します。
フィールド無線システムで使用する FieldMate お
よび Device Files は，製品ウェブサイト（http://
www.yokogawa.co.jp/）の最新情報を確認のうえで
適合するバージョンを使用してください。

－赤外線アダプタ
無線フィールド機器をフィールド無線ネット
ワークへ参加させる設定には，無線フィールド機
器と FieldMate の接続に赤外線アダプタが必要で
す。赤外線アダプタの例は，フィールド無線用ア
クセスポイントの赤外線アダプタを参照してく
ださい。

2018.06.01-00

● NTP（Network Time Protocol）サーバ
ホストシステムとフィールド無線システムの時刻
管理を行うサーバです。フィールド無線システム
とホストシステム間で時刻同期をするにはフィー
ルド無線用管理ステーションに対して NTP サーバ
が必要です。なお，複数のフィールド無線用管理
ステーションが 1 台の NTP サーバを共有すること
も可能です。

□ フィールド無線システム 関連製品

● 統合機器管理（PRM：Plant Resource Manager）
オンラインでフィールド機器や装置を管理するソ
フトウェアパッケージです。統合機器管理（PRM）
では，無線フィールド機器の監視や管理，設定が
できます。
フィールド無線システムで使用する PRM および
Device Files は，製品ウェブサイト（http://www.
yokogawa.co.jp/）の最新情報を確認のうえで適合
するバージョンを使用してください。

● フィールド無線用 OPC サーバ
OPC（OLE for Process Control）Foundation が仕様
策定する OPC 標準インタフェースに準拠したイン
タフェースを提供するフィールド無線システム専
用のサーバソフトウェアです。このサーバソフト
ウェアにより，フィールド無線用管理ステーショ
ンとホストシステムは，OPC インタフェースを経
由して接続できます。フィールド無線用 OPC サー
バは，R2.01.01 以降を使用してください。

● YFGW 通信パッケージ（ALE111 用）
フィールド無線システムを CENTUM VP の FCS と
接続（サブシステム通信）する場合に使用する FCS
の通信パッケージソフトウェアです。CENTUM VP 
R5.01.00 以降は，YFGW 通信パッケージは Ethernet 
通信モジュール (ALE111) の標準機能になります。

● Fire and Gas 通信モジュール
フィールド無線システムを ProSafe-RS R4.03.10 以
降の SCS と接続（安全サブシステム通信）する場
合に使用する SCS の通信モジュールです。
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■ ホストシステムとの接続

● CENTUM VP
CENTUM VP と接続することにより，CENTUM VP 
の操作監視画面に無線フィールド機器の測定デー
タを表示できます。
フィールド無線システムと CENTUM VP の接続に
は，FCS（サブシステム通信）との接続と汎用サブ
システムゲートウェイ (GSGW) との接続の 2 通りが
あります。FCS との接続の場合は，Ethernet 通信モ
ジュール（ALE111）が必要です。GSGW との接続
の場合は，フィールド無線用 OPC サーバが必要で
す。

フィールド無線用管理ステーションと CENTUM VP 
R5 を接続する場合は，CENTUM VP R5.02.00 以降を
使用してください。
オンライン状態で保守作業を行う場合は，統合機
器管理（PRM）を使用してください。

＜システム構成例：FCS（サブシステム通信）との接続＞
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＜システム構成例：汎用サブシステムゲートウェイ（GSGW）との接続＞
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● ProSafe-RS
ホストシステムとして ProSafe-RS，無線フィール
ド機器としてドレーゲル社の炭化水素ガス検知警
報器「GS01」を接続することにより，安全度水準 (SIL 
: Safety Integrity Level) の SIL2 を満たすシステムを
構築します。フィールド無線システムと ProSafe-RS 

の接続には，SCS（安全サブシステム通信）との接
続を行います。SCS との接続には，Fire and Gas 通
信モジュール（S2LP131）が必要です。
ProSafe-RS は，R4.03.10 以降を使用してください。

< システム構成例：SCS（安全サブシステム通信）との接続 >
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● STARDOM
HMI の操作画面に無線フィールド機器の測定デー
タやアラームを表示できます。フィールド無線シ
ステムと STARDOM の接続には，Modbus 通信ポー
トフォリオが必要です。

－フィールド無線用管理ステーションとの接続
フ ィ ー ル ド 無 線 シ ス テ ム と STARDOM は，
Modbus/TCP インタフェース経由で接続します。
STARDOM FCN は R2.20.01 以降を使用してくだ
さい。
オンライン状態で保守作業を行う場合は，統合機
器管理（PRM）を使用してください。

－フィールド無線用通信モジュールとの接続
STARDOM FCN に Modbus/RTU インタフェース
経由でフィールド無線用通信モジュールを接続
することで，ISA100 Wireless 対応のフィールド
機器を入出力機器として扱えます。STARDOM 
FCN は R4.02.01 以降を使用してください。

＜システム構成例：フィールド無線用管理ステーションとの接続＞

PRMWebベース
HMI/SCADA
ソフトウェア
ASTMAC VDS

フィールド無線用管理PC
-フィールド無線用管理コンソール

NTP
サーバ
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＜システム構成例：フィールド無線用通信モジュールとの接続＞

赤外線通信

赤外線
アダプタ

インタフェースアダプタ

フィールド無線用
通信モジュール
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● DAQSTATION DX2000 シリーズ
DAQSTATION DX2000 シ リ ー ズ の 表 示 画 面 に 無
線フィールド機器の測定データを表示できます。
フィールド無線システムと DAQSTATION DX2000
シリーズは Modbus/TCP インタフェース経由で接
続します。

＜システム構成例＞

フィールド無線用
管理・設定PC
・ FieldMate
・ フィールド無線用管理コンソール
・ フィールド無線用
 アクセスポイント設定ツール

赤外線通信

赤外線
アダプタ

DAQSTATION

Ethernet

HUB

フィールド無線ネットワーク 

フィールド無線用
管理ステーション

フィールド無線
バックボーン
（Ethernet）

フィールド無線用
アクセスポイント
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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。

■ 関連ドキュメントリスト
本書に載っている製品の詳細については，以下の一般仕様書（GS）を参照してください。

表　関連ドキュメント（フィールド無線システム製品）

名称 形名 一般仕様書　No.
フィールド無線用管理ステーション YFGW410 GS 01W02D01-01JA
フィールド無線用アクセスポイント YFGW520 GS 01W02E02-01JA
フィールド無線用メディアコンバーター YFGW610 GS 01W02D02-01JA
ペーパレスレコーダ　無線モデル GX20W GS 04L51B11-01JA
差圧・圧力伝送器 EJX110L, EJX310L, EJX430L GS 01C28B01-01JA
フランジ取付差圧伝送器 EJX210L GS 01C28C01-01JA
圧力伝送器 EJX530L GS 01C28F01-01JA
ダイアフラムシール付差圧・圧力伝送器 EJX118L, EJX438L GS 01C28H01-01JA
温度伝送器 YTA510 GS 01C50E01-01JA
多点温度伝送器 YTMX580 GS 04R01B01-01JA

フィールド無線用通信モジュール
FN110 GS 01W03B01-01JA
FN120 GS 01W03B02-01JA

フィールド無線用マルチプロトコルモジュール FN310 GS 01W03D01-01JA
フィールド無線用マルチファンクションモジュール FN510 GS 01W03E01-01JA
フィールド無線用電磁弁操作モジュール FN910 GS 01W03G01-01JA
インタフェースアダプタ LN90 GS 01W03L01-01JA
FieldMate FSA111 GS 01R01A01-01
FieldMate タブレット FSA310 GS 01R01A02-01

表　関連ドキュメント（フィールド無線システム関連製品）

名称 形名 一般仕様書　No.
統合機器管理 PM4S7□□□ GS 30B05A10-01JA
フィールド無線用 OPC サーバ SSS7100 GS 33K20S10-50
Ethernet 通信モジュール　（N-IO/FIO 用） ALE111 GS 33J60G11-01JA
Fire and Gas 通信モジュール S2LP131 GS 32P06K52-01JA

表　関連ドキュメント（ホストシステム）

名称 形名 一般仕様書　No.
統合生産制御システム CENTUM VP　システム仕様書（R5.01.00 以降） - GS 33M01A10-50JA
統合生産制御システム CENTUM VP　システム仕様書（R6.01.00 以降） - GS 33J01A10-01JA
安全計装システム ProSafe-RS　システム仕様書（Vnet/IP 用） - GS 32P01B10-01JA
STARDOM 概要 - GS 34P02A01-02
DAQSTATION DX2000 DX20 □□ GS 04L42B01-01

2021.12.01-00

■ 商標
・ DPharpEJX，YTMX，YFGW，PRM，FieldMate，

C E N T U M，P r o S a f e ,  A S T M A C ,  S T A R D O M , 
DAQSTATION は，横河電機株式会社の登録商標ま
たは商標です。

・ Modbus は，AEG Schneider 社の登録商標です。
・ Ethernet は，XEROX Corporation の登録商標です。
・ その他，本文中に使われている会社名，商品名は，

各社の商標ならびに登録商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には，TM，® 

マークは表示しておりません。
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