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i	 	 ＜はじめに＞

はじめに
本書は，国際計測制御学会（ISA:	International	Society	of	Automation）のインダストリア
ルオートメーション用無線通信規格 ISA100.11a に準拠したフィールド無線システムを構
成する中核の機器である，YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイの設置・配線，
および YFGW710 を介してフィールド無線ネットワークの設定・立ち上げを行うためのエ
ンジニアリングについて説明します。

重要 
本書は，外国為替および外国貿易管理法による規制対象品です。本書を日本国外に持ち
出す際には，日本国政府の許可が必要です。

本書は，4つのパートから構成されています。

● パートA　ハードウェア編
パートAでは，ＹＦＧＷ 710フィールド無線用一体形ゲートウェイの設置，配線，保守，
ハードウェア仕様，無線ネットワークの仕様について説明しています。

● パートB　エンジニアリング編
パート Bでは，フィールド無線システムを構築し運転するためのエンジニアリング方法
について説明しています。

● パートC　無線システム設定・管理ソフトウェア編
パートCでは，YFGW710 に同梱される，フィールド無線システムおよびその構成機器の
設定を行う “フィールド無線用コンフィグレータ” と，無線システムの運転を管理する
“フィールド無線用管理ツール” の 2つの付属ソフトウェアのインストール方法と操作方
法について説明しています。主に，パート Bエンジニアリング編から参照されます。
フィールド無線用コンフィグレータ：Field	Wireless	Configurator
フィールド無線用管理ツール：Field	Wireless	Management	Tool	
＊ソフトウェアは，英語版のみです。以降，本書では上記のソフトウェア名は和文で表
示します。
また，文中では機能や画面ほかのタイトル等を英文に相当する和文で表示する場合があ
ります。
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安全に使用するための注意事項

重要 
本製品の安全に使用するための一般的な注意事項は，“IM 01W01F01-11JAはじめにお読
みください”に詳しく記載されていますので，必ずお読みください。

■ リチウム電池を含む製品の輸送について
本製品は，リチウム電池を含んでいます。１次リチウム電池の輸送は米国運輸省や IATA
（国際航空運送協会），ICAO（国際民間航空機関），ARD（欧州危険物陸上輸送機関）によっ
て規制を受けます。これらの規制や地域の要件に合致させることは荷主の責任になりま
す。輸送前にリチウム電池の輸送に関する規制や要件をご確認ください。

■ 本製品の電池廃棄方法について
下記記載内容はDIRECTIVE	2006/66/EC（以下，EU新電池指令）に関するもので，欧州連
合域内においてのみ有効です。
本製品には電池が使用されています。本製品に組み込まれている電池はお客様で取り外
すことができないため，製品本体とともに処分してください。
EU圏内で製品を廃棄する場合は，お近くの横河ヨーロッパオフィスまでご連絡ください。
家庭廃棄物では処分しないでください。
電池の種別：塩化チオニルリチウム一次電池

取扱 
注意 

上記シンボルマークは，EU新電池指令の附属書Ⅱに規定されている通り分別収集が義
務付けられていることを意味しています。

■ 絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験について
•	 YFGW710 に対して絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験は実施できません。	
•	 ケースと回路接地が接続されています。

■ 本製品に組み込まれている電池について
•	 本製品には電池が使用されています。本製品に組み込まれている電池はお客様で取
り外すことはできません。	

•	 電池の種別：塩化チオニルリチウム一次電池
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表記上の約束について

■ 説明書中の記号
説明書中の記号は，以下の内容を示します。

● 説明書の中で共通に使用する記号
入力文字列
以下の書体の文字列は，ユーザが実際の操作において入力する内容を示します。
例：
FIC100.SV=50.0

△記号
ユーザが入力する文字列の中の空白文字（スペース）を示します。
例：
.AL	△	PIC010	△	-SC

｛　｝で囲った文字
ユーザが入力する文字列の中の省略可能な文字列を示します。
例：
.PR	△	TAG｛△	.	シート名｝

● キー操作やボタン操作の説明の中で使用する記号
［　］で囲った文字
キー操作やボタン操作の説明の中で，ヒューマンインタフェースステーション（HIS）の
キーボード上のキー，オペレーションキーボード上のキー，ウィンドウ上のボタン名，
また，ウィンドウ上に表示される項目を示します。
例：
機能を切り換えるには［ESC］キーを押します。

＜＞で囲った文字
ソフトウェア操作の説明の中で，画面のタイトルや名称を示します。

「　」で囲った文字
ソフトウェア操作の説明の中で，メニュー名や画面内のタブ名を示します。
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● コマンド文やプログラム文などの書式説明の中で使用する記号
コマンド文やプログラム文などの書式の説明の中では，記号は以下の内容を示します。

＜	＞で囲った文字
ユーザが一定の規則に沿って任意に指定できる文字列を示します。
例：
#define	＜識別子＞	＜文字列＞

…記号
直前のコマンドや引数が繰り返し可能であることを示します。
例：
lmax	(arg1,	arg2,	…)

［　］で囲った文字
省略可能な文字列を示します。
例：
sysalarm	＜フォーマット文字列＞［	,	＜出力値＞…］

|　|	で囲った文字
ユーザが複数候補から任意に選択できる文字列を示します。
例：

opeguide	
＜フォーマット文字列＞［,	＜出力値＞…］
OG,	＜素子番号＞

■ 説明書中のシンボルマーク
本書で使用するシンボルマークは，“IM	01W01F01-11JA	はじめにお読みください” に説明
されていますので参照してください。

■ 図の表記について
説明書に記載されている図では，説明の都合上，強調や簡略化，または一部を省略して
いることがあります。
説明書中のスクリーンイメージは，機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で，実際
の表示と表示位置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また，表示され
ている内容が「表示例」の場合があります。

■ 文字の表記について
説明書に記載されている文字は，説明の都合上，半角カタカナを使用していると読み取
られる箇所がありますが，ユーザが入力する文字列には半角カタカナを使用することは
できません。半角カタカナは使用しないでください。
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ユーザーズマニュアル　改訂情報
資料名称 : YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイ

資料番号 : IM 01W01F01-01JA
版No. 改訂日付 ページ 訂正・変更箇所
初版 2010 年				8 月 新規発行

2版 2010 年 10月 A3-24 電源接続口コード 2を追加

A3-25 外形図変更

3版 2011 年			4 月 v
A3-24

「オープンソースライセンスソフトウェア搭載に関して」
電源接続口コード 0を追加

B1-2 システムエンジニアリングフロー概要図変更

B1-4 FieldMateR2.03.00	赤外線通信における機器情報の設定に関
する注記追加

D3 「Device	Role 定義変更操作手順の制限」を削除
「プロジェクトを違う名前で保存する場合の注意事項」を削
除

4版 2011 年 9月 パートA
パートD

TIIS 非点火防爆仕様の追加
パートDの削除（制限事項はパートCに移動）

5版 2012 年 7月 A3-23,	A3-26
C3-26

CE アラートマークの追加
バッテリー残量表示に関する注記を追加

6版 2013 年 3月 A3-15
A3-23
A3-26
A3-29

外部アンテナ固定図変更
EN62311 の追加
CEアラートマークの削除
アンテナ取付ブラケット外形図の追加

オープンソースライセンスソフトウェア搭載に関して
本製品では，GPL(GNU	General	Public	License）などのオープンソースライセンスに基づくソフト
ウェアを使用しています。

GPL(the GNU General Public License 一般公衆利用許諾契約書 ) 条項
GPL に関する情報は、公開されている下記UR	を参照してください。
URL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

保証の範囲と対応責任
本製品において、GPL などの条項に従いオープンソースソフトウェアそのものの動作に
関しては保証しません。

オープンソースソフトウェアの個別情報
使用しているオープンソースソフトウェアのモジュール名やそのソースコードについて
は、当社までお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-059-505
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A1. はじめに
YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイと無線フィールド機器は，国際計測制御
学会（ISA:	International	Society	of	Automation）の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	に準拠した工業用無線ネットワークを構築します。

YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイは，図A1-1 に示すようにフィールド無
線ネットワークの中核の役割を持つ機器として，次の機能を持っています。
●	 無線フィールド機器の無線ネットワークへの参加，通信ルートの形成と維持，およ
び通信状態監視の無線ネットワーク管理。

●	 無線フィールド機器の Publish(*1) データを受けて，CENTUM	VP などのホストシステ
ムに伝送するためにModbus レジスタに格納。

●	 プロセスデータをModbus/TCP通信や専用OPCサーバ経由でホストシステムに伝送。
●	 無線フィールド機器と PRM間のパラメータ設定・管理のためのオンデマンド通信を
中継。

(*1)	 あらかじめ無線フィールド機器自身に設定された周期で，プロセスを測定し無線通信で発信する動作。

本書では，YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイ（以降，YFGW710 と表記）
とフィールド無線ネットワークの部分について説明します。

無線フィールド機器として，現在は当社製の無線 EJX（圧力 /差圧伝送器）と無線 YTA（温
度伝送器）が YFGW710 と通信することができます。ISA100.11a 規格に沿って認証された
機器は，YFGW710 と通信可能で無線ネットワークに参加できます。
無線フィールド機器については，それぞれの機器のユーザーズマニュアルを参照してく
ださい。

フィールド無線ネットワークとホストシステムを含めた全体のシステム構成については，
下記の一般仕様書を参照してください。
GS	01W01A01-01JA　	フィールド無線システム概説
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レイヤ3
スイッチ

フィールド無線用
管理ツール

NTP
サーバ

Ethernet

Ethernet

フィールド無線用
OPCサーバ

赤外線通信

フィールド無線ネットワーク

YTA

FieldMate

赤外線アダプタ

FA0101.ai

フィールド無線用
一体形

ゲートウェイ

Ethernet

EJX

ホストシステム
（OPCインタフェース）

ホストシステム
（Modbus/TCP）

(6) (4) (5)

(3)
(1)

(2)

(7)
機器管理
ツール

図A1-1 フィールド無線ネットワーク概念図

注記 (1)	フィールド無線用一体形ゲートウェイ（YFGW710）：無線ネットワークの中核となる
機器

(2)	無線フィールド機器（無線 EJX，無線 YTA）：プロセス値を計測して無線伝送する現
場計器

(3)	FieldMate：無線フィールド機器を設置する前に，機器が無線ネットワークに参加す
るために必須のパラメータ設定（Provisioning と呼ぶ）および機器パラメータの設定
を赤外線通信で行う。

(4)	フィールド無線用管理ツール：フィールド無線用コンフィグレータ（設定），フィー
ルド無線用管理ツール（管理）で，無線ネットワークを設定・管理します。

(5)	NTP サーバ：無線ネットワーク動作の基本となるゲートウェイの時刻を合わせるた
めのタイムサーバでゲートウェイが参照します。

	 NTPサーバを接続しなくても無線フィールド機器とYFGW710との無線通信は正常に
行われます。

(6)	ホストシステム（modbus/TCP）：無線ネットワークを通して無線フィールド機器が
計測したプロセス値を監視等に活用するシステム。

(7)	機器管理ツール：無線ネットワーク経由で無線フィールド機器のパラメータ設定・
管理を行うアプリケーション。
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A2. 製品の確認
製品が納入されましたら，内容の確認をお願いします。
製品仕様が注文に合っているか，数量の不足，傷や汚れ等の不具合がないか確認してく
ださい。

■ 本体
•	 YFGW710

アンテナコネクタ
キャップをかぶせてあります。

YFGW710本体

本体側ブラケット
“2Bパイプ取付け用ブラケット”が指定された場合に付属。
ブラケットは本体にねじ止めされ出荷されています。

FA0201.ai

■ 標準付属品
•	 アンテナ 1本
•	 はじめにお読みください 1冊 和文あるいは英文　指定によります
•	 ソフトウェア媒体 1枚 “ソフトウェア媒体あり” を指定の場合
•	 取付ブラケット 1個 “2B 垂直パイプ取付用” を指定の場合

■ オプション
•	 外部アンテナケーブル

アンテナケーブル
アンテナ取付ブラケット

1本
1個

  “ケーブル長　1	m，3	m”を指定の場合

アンテナケーブル
アレスタ
アンテナ取付ブラケット

2本
1個
1個

  “ケーブル長　4	m，6	m，13	m”を指定の場合

•	 保護デバイス 1個 付加仕様コード JN37 を指定の場合
•	 クランプ用ケーブルグランド
	 （電線管接続なし）

2個 付加仕様コードJN37を指定の場合

•	 クランプ用ケーブルグランド
	 （電線管接続対応）

2個 付加仕様コードJN37およびG9を指定の場合
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A3. YFGW710フィールド無線用一体形
ゲートウェイ

YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイ（以降，YFGW710 と表記）の設置，ア
ンテナの取付け，ケーブル接続，および保守について説明します。

A3.1 設置

A3.1.1 設置場所の要件
YFGW710 と無線フィールド機器を設置する場合は，以下の条件を満たしてください。

●	 無線フィールド機器は，原則としてアンテナの全周囲に障害物がない場所に設置し
てください。特に，YFGW710 は，壁取付けとパイプ取付けどちらの場合も，アンテ
ナの全周囲に障害物のないように設置してください。

●	 直接通信する相手の方向以外に，やむを得ず無線機器取付け用パイプや配管がある
場合には，アンテナから 30	cm	以上の距離をとるように設置してください。

●	 壁取付けで上記条件を満足しない場合には，アンテナ延長ケーブルと組合せてアン
テナを電波に対する障害物の影響の無い場所に設置してください。

●	 すべての無線フィールド機器のアンテナは垂直になるように設置してください。
●	 無線フィールド機器のアンテナが地上（床面）から 1.5	m以上の高さになるように設
置してください。

●	 YFGW710 は，できる限りフィールド無線ネットワークの中心に設置してください。
●	 それぞれの無線フィールド機器の無線通信範囲内にある，他の無線フィールド機器
とアンテナ部が互いに見通せることを確認してください。スター形のネットワーク
構成では，ゲートウェイとの間が上記条件に適合することが必須です。
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2B パイプ取付 壁取付け

外部アンテナ
延長ケーブル

1.5m以上

FA0301.ai

図A3-1 フィールド無線用一体形ゲートウェイの設置例

A3.1.2 設置時の注意事項
YFGW710 を設置する場合は，以下の点に注意してください。

■ 設置場所
本機は厳しい環境条件のもとにおいても動作するように設計されていますが，安定して，
精度よく，長期にわたって使用するために，以下の点に注意してください。

●	 直射日光
	 直射日光を受ける恐れのある場合には，断熱処置を講じてください。ただし，アン
テナ部分を，カバーする材料は金属以外の電波を遮断しない材質にする必要があり
ます。

●	 周囲温度
	 温度勾配や温度変動の大きい場所に設置することは，できるだけ避けてください。プ
ラント側から輻射熱などを受けるときは，断熱措置を施して，風通しがよくなるよ
うに設置してください。高温多湿環境が長期に連続するような場所への設置は避け
てください。

●	 雰囲気条件
	 腐食性雰囲気に設置することはできるだけ避けてください。腐食性雰囲気にて使用
するときは，風通しがよくなるよう考慮するとともに，電線管内に雨水が入ったり，
滞留したりしないように配慮をしてください。
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●	 衝撃・振動
	 衝撃や振動に配慮して設計されていますが，できるだけ衝撃や振動の少ない場所に
設置してください。

■ 防爆形機器の設置 
防爆形機器は，対象ガスに応じた危険場所に設置して使用できます。設置する国の法規
に従い正しく設置してください。

●	 設置：機器の周囲温度を守ること。
●	 配線：電源ケーブルは，電線管に入れること。ネットワークケーブルもなるべく電
線管に入れること。

●	 保守：機器の電源を遮断し周囲に危険ガスがないことを確認したあと，配管・ケー
スを開けること。

A3.1.3 設置の手順
YFGW710 は，無線の設置場所の条件，設置環境仕様に従い 2Bパイプあるいは壁に設置
してください。

参照 YFGW710 の設置環境については，YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイの一般仕様書（GS	
01W01F01-01JA）を参照してください。

■ ブラケットを使用してパイプに設置する場合
2B パイプに取付ける場合は，専用のブラケットを使用してください。本体注文時に型番
コードで指定します。
このブラケットは，水平配管への取付けには対応していません。

ブラケット

2Bパイプ

FA0302.ai

図A3-2 2Bパイプ取付け例

重要 
YFGW710 は，重量物（5.1kg）です。2Bパイプへの設置などは，強風，振動などに耐え
る十分な強度を確保してください。また，YFGW710 の姿勢を垂直に保てるように設置
してください。
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● 取付け手順
1.	 本体側ブラケット 1を 4本の付属ねじでゲートウェイ本体裏面に固定してください。
	 ブラケット有を指定して注文された場合には，工場でねじ止めされて出荷されてい
ます。

2.	 図に示すように取付けたブラケットに，4本の付属ボルトをねじ込んでください。
3.	 本体と固定用のブラケット 2で 2Bパイプを挟み，4本のボルトにナットをかけて固
定してください。

本体側ブラケット1

ワッシャ

ネジ
ボルト

ワッシャ
ナット

ブラケット2

2Bパイプ

FA0303.ai

図A3-3 ２Bパイプ取付け
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■ ブラケットを使用して壁に設置する場合
本体を壁に取付ける場合は，本体側ブラケットを使用します。ブラケットは，本体注文
時に型番コードで指定します。壁に取付ける場合には，アンテナが壁から受ける影響で
通信に問題が生じないように，必ずアンテナ部の全周囲に障害物のない場所に取付けて
ください。
条件を満足する場所が無い時は，アンテナ延長ケーブルを使用してアンテナを本体から
離して，周囲に障害物のない適切な場所に設置します。

● 取付け手順
1.	 ゲートウェイ本体裏面に 4本の付属ねじで本体側ブラケットを固定してください。
2.	 取付けたブラケットの 4箇所の壁取付け用のねじ穴（M5ねじ用）を使用して壁に固
定してください。

3.	 アンテナは壁や障害物から離れた場所に振動や風等の影響を受けないようにA3.2.4
に従って固定・配線してください。

190

12
6.
5

ø6.5穴
またはM5ねじ

FA0304.ai

壁取付けは、本体側ブラケットを使用して，
M5ねじで固定します。
付属のボルト，ナット等は不要です。

図A3-4 YFGW710壁取付け
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A3.1.4 設置後の手順
YFGW710 を設置したあとに必要な手順について説明します。

■ ケーブルグランドの取付け
ケーブルを接続する前に，ケーブルグランドを取付けてください。
ケーブルグランドは，通信ケーブル用と電源ケーブル用の 2箇所あります。底面の銘板
に示すように左側が通信ケーブル用，右側が電源ケーブル用になります。
TIIS 防爆規格品のオプション指定で購入された場合には，ケーブルグランドは工場出荷時
に取付けられています。

電源ケーブル用
ケーブルグランド

通信ケーブル用
ケーブルグランド

FA0305.ai

図A3-5 ケーブルグランドの取付け

■ TIIS防爆規格品のケーブルグランド
•	 TIIS 防爆規格品のオプション指定で購入された場合には，工場出荷時に配線口 2箇所
にはケーブルグランドが取り付けられています。	

•	 ケーブルグランドに適用できるケーブルの外径は9mmから12ｍｍの範囲となります。	
•	 ケーブルグランドにはケーブルの外径に応じた3種類のパッキンが添付されています。	
•	 下記の表を参照しケーブル外径に適したパッキンを使用してください。	
•	 適用できるケーブルの最大外径はパッキンの内径と等しくなります。	
•	 パッキンを圧縮するナットの締め付けトルクは表A3-1 に示した値としてください。

表A3-1  パッキンとケーブル外径および締め付けトルク 

パッキン内径（mm） パッキン識別記号 ケーブル最小外径
（mm）

締め付けトルク 
(N・ ｍ ) 

12 SC	FP1012 11 30
11 SC	FP1011 10 30
10 SC	FP1010 9 30
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■ 前面扉の開閉
前面扉は以下の手順で開閉します。

前面扉固定ボルト（4箇所） 開

閉

FA0306.ai

図A3-6 前扉の開閉方法

● 前面扉の開け方
1.	 前面扉のふちの 4個のM5の六角穴つきボルトをゆるめます。ボルトは，前面扉から
抜けないようになっています。作業には，二面幅 4	mm六角穴用の六角棒スパナを
使用してください。

2.	 扉を手前左側に開いてください。

● 前面扉の閉め方
1.	 前面扉を本体側に閉じてください。このとき，ヒンジ部や扉と本体の間に指等を挟
まないように十分注意してください。

2.	 前面扉の右側のふちを均等に本体側に押し付けた状態で，4個のボルトを締め付けて
ください。締め付けトルクは	2.84N･ ｍ± 0.2N･m	としてください。

重要 
前面扉の開閉の際には，指や身体を扉と本体の間に挟まれないように十分に注意して作
業してください。
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A3.2 ケーブル接続
設置の完了した YFGW710 への電源配線，接地配線，ネットワークケーブルの接続，およ
びアンテナの設置とアンテナケーブルの配線方法について説明します。

●	 防爆機器には，定格温度 70℃以上のケーブルを使用してください。
●	 防爆機器の場合，法規に従った配線を行う必要があります。
●	 ケーブルグランドはナット締め付けトルクに注意し，適切に組上げてください。
●	 ケーブルを保持する外部クランプは装備されていません。	

ケーブルは，ケーブルの重量やケーブルに生じる引張力がケーブルグランドに伝わらない
ように，本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。	ケーブルをクランプする場
合外皮に傷がつかないよう，構造物のエッジなどに触れないように注意してください。		
ケーブルをクランプする方法の例		
付属ケーブルグランドの電線管接続ねじ部に，別途ケーブルクランプ機能を持つケーブ
ルグランドを接続し，ケーブルをクランプします。	この場合新たに接続するケーブルグ
ランドの引留力は，ケーブルの重量やケーブルに生じる引張力に耐えるものを選定して
ください。TIIS	防爆規格品のオプション指定で購入された場合，付属のクランプ用ケーブ
ルグランドで対応が可能です。	
ケーブル配線に電線管を用いる場合，新たに接続するケーブルグランドには電線管接続
ねじ部を持つものを選択してください。

A3.2.1 電源配線
電源配線について説明します。

●	 配線
電源ケーブルを電源ケーブル用ケーブルグランドから本体内に引き込み，内部の電源端
子に接続します。

●	 推奨電源容量
出力電圧範囲：12-24VDC（電源装置から，YFGW710 への供給電圧）
出力電流：1.5A 以上 (*1)
*1：	 本器は，起動時に次の項目で説明する突入電流が流れます。そのため定常時の消費電流の数倍以上で，

次項の突入電流に対応できる十分な電流容量を持った電源をご用意ください。

●	 突入電流
電源投入時には，定常値より大きな入力電流が流れます。突入電流については，次表を
参照してください。供給電流および保護機器は，これらの突入電流に耐えるものとして
ください。

表A3-2 YFGW710の突入電流

項目 仕様 備考
突入電流 30A　2	ms(*2) 24V	DC	時

*2：	 電源供給元がすでに立ち上げられた状態で，YFGW710 の電源ラインのブレーカをONする場合に，大
きな突入電流が流れます。

重要 
YFGW710 には電源スイッチがありません。外部電源ラインに専用のブレーカを設けて，
電源のON/OFF を行ってください。



IM 01W01F01-01JA

A3-9	 	 ＜ A3.		YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイ＞

●	 使用ケーブル（産業機器絶縁電線）
適合電線例
•　600	V ビニル絶縁電線（IV）：JIS	C3307
•　電気機器用ビニル絶縁電線（KIV）：JIS	C3316
•　600	V 二種ビニル絶縁電線（HIV）：JIS	C3317
•　耐熱ビニル絶縁電線	VW-1（UL1015/UL1007）

ケーブルの太さ
•　芯線：2	～	2.6	mm2（AWG14	～	13）

端末処理
•　丸形圧着端子M4	用：絶縁被覆付き

TIIS 防爆規格品のオプション指定で購入された場合に付属する，保護デバイスに適合する
ケーブル太さおよび端末処理は以下のようになります。

ケーブルの太さ
•　芯線がより線の場合：2～ 2.6mm2	(AWG14 ～ 13)
•　芯線が単線の場合：2mm2　（AWG14）

端末処理
•　圧着端子不要

●	 電源ケーブルの接続
1.	 電源ケーブルは，電源用ケーブルグランドを通してハウジング内に引き込みます。
2.	端子＋に＋側ケーブルを，端子ーにー側ケーブルを接続してください。
3.	電源接続端子の締付トルクは，1.2 ～ 1.4N･mとしてください。

NETWORK
SUPPLY

ANTENNA 50Ω

(Optional)
100Base-FX 100Base-FX

TX RX

SUPPLY

電源ケーブルグランド

電源ケーブル

電源接続端子

端子＋に＋側，－に－側を接続してください。
電源ケーブルのシールドを落とす必要がある
場合は，　端子で一点接地をしてください。

FA0307.ai

図A3-7 電源ケーブルの接続
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A3.2.2 接地配線
接地配線について説明します。

接地は，接地抵抗 100Ω以下のD種接地（第三種接地）を行ってください。YFGW710 本
体に接地線を接続する場合は，本体の接地端子（底面右側奥）を使用してください。他
機器と YFGW710 の接地配線は供用しないでください。

重要 
防爆機器は，必ず接地が必要です。

●	 使用ケーブル（産業機器絶縁電線）
適合電線例
•　600	V ビニル絶縁電線（IV）：JIS	C3307
•　電気機器用ビニル絶縁電線（KIV）：JIS	C3316
•　600	V 二種ビニル絶縁電線（HIV）：JIS	C3317
•　耐熱ビニル絶縁電線 VW-1（UL1015/UL1007）

ケーブルの太さ
•　芯線：2	～	2.6	mm2（AWG14	～	13）

端末処理
•　丸形圧着端子M4用：絶縁被覆付き

●	 接地ケーブルの接続
YFGW710 の接地端子に接地ケーブルを接続します。
接地端子は，ハウジング底面の右側奥にあります。
接地線の取り付けには，接地端子に取り付けられているネジ（M4サイズ		ステンレス製 )
を使用してください。

接地端子
FA0308.ai

図A3-8 接地ケーブルの接続
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A3.2.3 ネットワークケーブルの接続
光ネットワークケーブル，メタルネットワークケーブルの接続について説明します。

重要 
上位との通信は通信仕様を検討の上，光ネットワークケーブル，メタルネットワークケー
ブルどちらか一方を選択して使用する必要があります。

A3.2.3.1 光ネットワークケーブルの接続
●	 使用ケーブル

表A3-3 光ネットワークケーブル仕様

項目
仕様
光ネットワークケーブル

適合規格 100Base-FX	(*1)

端末コネクタ SCコネクタ［1極× 2］(*2)

対応ケーブル
マルチモードファイバ（中心波長：1300	nm）
50/125	umまたは 62.5/125	um
内部テンションメンバは FRP等，非金属であること

伝送距離 2	kmMax
*1：	 100Base-TX（表 A3-4 参照）と 100Base-FX は，排他的使用になります。
*2：	 2 連タイプ SCコネクタは使用できません。必ず，芯毎接続形を使用してください。

重要 
上位システム（CENTUM，STARDOMの機器 ,およびそのほかのアプリケーション用 PC）
と YFGW710	間を光通信で接続するには，光メディアコンバータが必要です。それぞれ
の通信仕様に適合した 10BASE-T/100BASE-TX	と 100BASE-FX	を変換する光メディアコン
バータを用意してください。推奨品は，SIXNET 社の SLX-5ES-2SC です。
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●	 配線
1.	 YFGW710 の通信ケーブル用ケーブルグランドから光ネットワークケーブルを引き込
みます。

2.	光ネットワークケーブルを本体の光コネクタに接続します。
	 光ネットワークケーブルは，鋭角に曲げないで図のように配線してください。
3.	光ケーブルは，2本一組で送信 /受信 (TX/RX) の区別があり，YFGW710 本体側 SCコ
ネクタの極性は，内部のラベルに表示されています。あらかじめ，ケーブルに接続
先が明示されている場合は，それに従ってください。明示されてない場合は，ホス
トシステム側の光コンバータ側で簡単に接続変更できますので，任意に接続してく
ださい。

NETWORK
SUPPLY

ANTENNA 50Ω

(Optional)
100Base-FX 100Base-FX

TX RX

光ネットワークケーブル
SC光コネクタ

通信ケーブル用ケーブルグランド

FA0309.ai

図A3-9 光ネットワークケーブルの接続

A3.2.3.2 メタルネットワークケーブルの接続
●	 メタルネットワークケーブル使用上の注意
メタルネットワークケーブルは，建屋内での実運転に使用することを想定しています。
屋外に配線する場合には，アレスタが必要になりますが，YFGW710 の直近に設置可能な
屋外仕様の Ethernet 用アレスタが存在しません。
従って，屋外を配線する場合には，光ネットワークケーブルを使用してください。

●	 使用ケーブル

表A3-4 メタルネットワークケーブル仕様

項目
仕様
メタルネットワークケーブル

適合規格 100Base-TX	(*1)

端末コネクタ RJ-45	(*2)

対応ケーブル Category	５以上
伝送距離 100	mMax
*1：	 100Base-TX と 100Base-FX（表 A3-3 参照）は，排他的使用になります。
*2：	 YFGW710 側のケーブル端に取付ける RJ-45 コネクタは，ケーブルをケーブルグランドに通してから取付

ける必要があります。
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●	 配線
メタルネットワークケーブルは次の手順で配線してください。
1.	 YFGW710 の通信ケーブル用ケーブルグランドからメタルネットワークケーブルを引
き込みます。

2.	メタルネットワークケーブルの端に RJ-45 コネクタを圧接してください。
3.	メタルネットワークケーブルをネットワークコネクタに接続してください。ケーブ
ルは 100BASE-TX の規格に準拠したものを使用してください。

NETWORK
SUPPLY

ANTENNA 50Ω

(Optional)
100Base-FX 100Base-FX

TX RX

通信ケーブル用ケーブルグランド

メタルネットワークケーブル

Ethernet コネクタ

FA0310.ai

図A3-10 メタルネットワークケーブルの接続

A3.2.4 アンテナ設置と配線
本体へのアンテナの取付け，および外部アンテナの設置と配線について説明します。

重要 
出荷時に本体上部のアンテナコネクタには保護のためキャップが取り付けられていま
す。
コネクタ内部保護のため，アンテナまたは外部アンテナケーブル取り付けの直前まで
キャップは付けたままとしてください。
外したキャップは保管し，アンテナまたは外部アンテナケーブルを取り外したときには
直ちにキャップをアンテナコネクタに取り付けてください。

注記 アンテナ，外部アンテナ延長ケーブル，およびアレスタのコネクタ部分は，高周波信号
の接続状態を長期間にわたり良好に保つため，腐食性雰囲気から保護する処置を行うこ
とを推奨します。
1.	テープで保護する部分を清浄します。
2.	ブチルゴム系の自己融着テープを保護する部分に巻きつけます。巻きつける際の注
意事項は，テープの説明書を参照してください。

3.	さらに，その上に紫外線等の環境から保護するために，ビニールテープ（あるいは
ビニール系融着テープ）を巻きつけてください。
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A3.2.4.1 本体アンテナの取付け
付属の本体用アンテナを本体上面のアンテナコネクタにねじ込みます。

アンテナコネクタ

FA0311.ai

図A3-11 本体アンテナの取付け

●	 本体アンテナ取付け手順
1.	 YFGW710	の上面のアンテナコネクタに装着されているコネクタキャップを反時計方
向に回してはずします。

2.	アンテナコネクタに付属のアンテナを取付けます。
	 アンテナコネクタの締付けトルクは，2～ 3	N·mとしてください。
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A3.2.4.2 外部アンテナの設置と配線

■ 外部アンテナの設置
外部アンテナを，“A3.1.1	設置場所の条件” に従って無線環境を考慮した上で適切な場所
に設置してください。2Bパイプへの設置などは，強風，振動などに耐える十分な強度を
確保してください。また，アンテナの姿勢を垂直に保てるように設置してください。

● 外部アンテナの固定
外部アンテナオプションに付属する固定用のブラケットを使用して，適切に固定してく
ださい。

FA0312.ai

2Bパイプ

Uボルト

アンテナ

垂直パイプ取付 水平パイプ取付

アンテナ
延長ケーブル

ナットとワッシャ

ナット

ブラケット

図A3-12 外部アンテナ固定

● 外部アンテナの固定手順
1.	 図に示すように L形ブラケットにアンテナ延長ケーブルをナットで固定します。
2.	 2B パイプを Uボルトとブラケットとではさみ込み，ナットを使用し固定します。
2箇所固定してください。

3.	 アンテナをブラケットに固定された延長ケーブルのコネクタにねじ込みます。
	 アンテナコネクタの締付けトルクは，2～ 3	N·mとしてください。
4.	 必要に応じてアンテナとコネクタ接続部の保護処置をします。A3.2	" アンテナ設置と
配線 "を参照してください。
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■ 外部アンテナの配線
●	 外部アンテナ延長ケーブルの仕様
	 （オプション仕様で手配のケーブルのみ使用可能）
　•	 ケーブルの仕様：8D-SFA(PE)
　•	 ケーブルのシース径：11.1	mm
　•	 最小曲げ半径：	固定時：67	mm
	 	 配線時：167	mm
　•	 端末処理：N形コネクタ　一端が雄型で他端が雌型

※	固定時とは，固定する（長時間状態が保持される）際の曲げ半径です。
	 配線時とは，配線検討の際ある程度の繰り返し曲げが予想されることから，ケーブ
ルへのダメージを抑えるため固定時より最小半径を大きくとってあります。

●	 リモート（外部）アンテナの配線
1.	 本体のアンテナコネクタと外部アンテナの間を専用のアンテナ延長ケーブルで接続
します。

	 アンテナ延長ケーブルのコネクタの締付けトルクは，2～ 3	N·mとしてください。
	 配線する際の作業中や固定時の曲げ半径の制限については配線ケーブルの仕様を参
照してください。

2.	 2 本のケーブルを接続して使用する場合には，その中間に付属のアンテナ用アレスタ
を挟んで配線します。

	 アンテナ延長ケーブルのコネクタの締付けトルクは，2～ 3	N·mとしてください。
3.	アンテナ，アンテナ延長ケーブル，アレスタのコネクタには極性（雄 /雌）がありま
すので，外部アンテナケーブルの布線作業の前に極性をよく確認してください。

4.	必要に応じてアンテナ，外部アンテナ延長ケーブル，およびアレスタのコネクタ部
分の保護処置をします。A3.2.4	“アンテナ設置と配線” を参照してください。

5.	外部アンテナ配線は，振動や風から保護するために適切な構造物に固定してくださ
い。
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外部アンテナ

YFGW本体 YFGW本体

外部アンテナケーブル 2
長さ：10mまたは 3m

外部アンテナケーブル 1
長さ：3mまたは 1m外部アンテナケーブル 1

長さ：3mまたは 1m

外部アンテナ

アレスタ

接地配線

コネクタ部を自己融着
テープで保護処置する

コネクタ部を自己融着
テープで保護処置する

FA0313.ai

図A3-13 リモートアンテナの配線

●	 アンテナアレスタの接地配線
アレスタは，アンテナ延長ケーブルの中間に取付けます。アレスタの接地端子を接地し
てください。
接地線は，YFGW710 の本体接地端子に接続して，本体の設置と一緒に接地抵抗 100	Ω以
下のD	種接地（第三種接地）を行ってください。接地配線は，他機器の接地と供用しな
いでください。

●	 使用接地ケーブル（産業機器絶縁電線）
適合電線例
　•	 600	V	ビニル絶縁電線（IV）：JIS	C3307
　•	 電気機器用ビニル絶縁電線（KIV）：JIS	C3316
　•	 600	V	二種ビニル絶縁電線（HIV）：JIS	C3317
　•	 耐熱ビニル絶縁電線 VW-1（UL1015/UL1007）

ケーブルの太さ
　•	 芯線：2	～	2.6	mm2（AWG14	～	13）

端末処理
　•	 丸形圧着端子M4	用：絶縁被覆付き
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FA0314.ai

アンテナ側

YFGW710側

外部アンテナケーブル2

接地配線

アレスタ

外部アンテナケーブル1

図A3-14 延長ケーブルとアレスタの接続

アンテナ側

接地配線

YFGW710側
FA0315.ai

自己融着テープ

図A3-15 アレスタの自己融着テープによる保護処理
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A3.3 防爆配線
TIIS 防爆規格品の設置には以下の条件があります。
・	 上位との通信は光ネットワークケーブルを使用してください。
・	 直流電源装置と本体との間に保護デバイスを設置してください。TIIS	防爆規格品のオ
プション指定で購入された場合，付属の保護デバイスで対応が可能です。

・	 ケーブルは本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。TIIS	防爆規格品のオ
プション指定で購入された場合，付属のクランプ用ケーブルグランドで対応が可能
です。

詳細についてはA3.6.1　防爆規格を参照してください。

A3.4 保守
YFGW710 の保守について説明します。

A3.4.1 日常点検
定期的に，次の点検を行ってください。

重要 
機器が汚れたりほこりが付着したりしている場合は，水または薄い石鹸水をしみ込ませ
た柔らかい布を堅く絞って拭き取ってください。

■ アンテナ
アンテナに金属粉を含む汚れやほこりがあると，無線通信が不安定になります。定期的
に点検を行ってください。寒冷地では冬季の雪害対策が必要です。アンテナに積もる雪
によって無線通信が不安定になりますので，雪害対策と定期的な点検を行ってください。

A3.4.2 防爆エリアでの点検

取扱 
注意 

保守を行う際には電源配線，接地配線，ネットワークケーブルの接続に緩みが無いこと
を確認してください。	
保守および修理のためにアクセスが必要なソケットおよびコネクタはありません。

■ メンテナンスと修理

取扱 
注意 

防爆形計器について，原形復帰ができなかった場合，本計器の防爆性能が損なわれ，危
険な状態を招きます。修理・改造については必ず当社にご相談ください。	
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A3.4.3 点検後の通信動作の確認
通信動作は，フィールド無線用管理ツールから，接続されている無線デバイスの状態表
示および通信経路の状態表示から確認できます。フィールド無線用管理ツールは，フィー
ルド無線システムの YFGW710 に接続されている PCにインストールして使用されるアプ
リケーションソフトウェアです。

参照 通信動作を確認する方法の詳細については，以下を参照してください。
「本書の B1.2.5	フィールド無線ネットワーク稼動状態確認作業」

A3.4.4 有寿命部品について
YFGW710 には，交換が必要な有寿命部品がありません。
有寿命部品については，次のような注意事項があります。

重要 
有寿命部品に関する注意事項
・	 有寿命部品とは，通常の使用状態または保管状態で，10年以内に摩耗故障期の到来
が予測される部品のことをいいます。したがって設計上 10年以上の寿命を有するも
のは，ここでは除外しています。

・	 推奨交換周期とは，有寿命部品に対する予防保全を実施する時期を設定したもので
あり，故障に対する保証をするものではありません。

・	 推奨交換周期は目安であり，使用状態（周囲温度，雰囲気）によって異なります。
・	 推奨交換周期は，フィールド実績などにより，変更する場合があります。

参照 YFGW710	の設置環境については，YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイの一般仕様書
（GS	01W01F01-01JA）を参照してください。

A3.5 トラブルシューティング
フィールド無線ネットワークの立上げや運転中に通信状態に異常が発生し，フィールド
無線用管理ツール等を使用して原因が YFGW710 にあると特定された場合には，次の対処
をしてください。
1.	 YFGW710 の電源を切断してください。
2.	 アンテナ接続部や本体内部の電源・接地，およびネットワーク配線が正しく接続さ
れているか配線に異常が無いか点検し，問題があれば保守してください。YFGW710
にはそのほかにお客様でチェックできる項目はありません。

3.	 上記点検に問題が無く異常状態が解消しない場合には，当社サービス担当に連絡し
て本体点検・交換等の処置を依頼してください。
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A3.6 YFGW710機器仕様

A3.6.1 標準仕様

■ 無線部仕様
項目 仕様
アンテナコネクタ形式 N型ジャック
適合アンテナインピーダンス 50Ω
無線部共通の仕様は，本書の“A4.2	無線システム仕様　■無線仕様”を参照してください。

■ 上位インターフェース仕様
項目 仕様

通信インター
フェース

規格 (*1) 100Base-TX 100Base-FX
ポート数 １ １
伝送速度 100Mbps 100	Mbps
コネクタ RJ-45 SC コネクタ (1極× 2)(*2)

タイプ Category5	Cable
マルチモードファイバ (*3)
50/125または62.5/125μm(2芯 )

中心周波数 － 1300	nm
最大伝送距離 100m 2	km

通信プロトコル Modbus/TCP
フィールド無線用
OPCサーバ	(*4)

独自プロトコル

管理・設定他 独自プロトコル

最大接続数	(*5)
Modbus/TCP 4 クライアント
フィールド無線用
OPCサーバ	(*4)

10 システム

*1：	 100Base-TX と 100Base-FX の同時接続はできません。屋外配線は，100Base-FX をご使用ください。
*2：	 ２極 SCコネクタは，ケーブル接続口を通すことができません。
*3：	 屋外配線する場合は，テンションメンバが非金属の光ケーブルをご使用ください。
*4：	「フィールド無線用OPCサーバ (GS	33M20S20-40)」( 別売 ) との組合せでOPCインターフェースによ

る接続ができます。
*5：	 同時に接続することができます。
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■ 設置環境仕様
項目 仕様
動作周囲温度範囲 － 40～ 60℃
動作湿度範囲 0～ 100%RH	（結露しないこと）

供給電源

定格電圧 24V	DC
電圧範囲 10.0 ～ 26.4V	DC
瞬時停電 即断
直流電源リップル率 1%p-p 以下

消費電力 最大 10W
保護等級 IP66，NEMA4X

接地
専用D種接地
（他の機器と接地線を共有しないでください）

振動
IEC	60770-1:	10 ～ 60Hz;	0.21mmp-p,	
	 60 ～ 2000Hz	3g

高度 標高 2000	m以下

■ 質量
本体：5.1	kg（ケーブルグランド，取付けブラケットを除く）

■ ハウジング
アルミダイキャスト　
ポリウレタン樹脂焼付塗装
色：ミントグリーン（マンセル	5.6BG	3.3/2.9	相当）

■ 適合規格
●	 EMC規格
EN61326-1	Class	A，Table	2（産業用途），EN61000-	6-2	
※ ClassA 機器は，工業環境用に設計されています。工業環境以外での使用はできません。

●	 電波規格（無線モジュール適合規格）
技術基準適合証明：
	 証明規則第 2条第 1項第 19号の無線設備 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システ
ム
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重要 
「本製品には，電波法に基づく（技術基準適合証明）を受けた特定無線設備 (認可番号：
007WWCUL0480) を使用しています。」

R&TTE：		
	 ETSI	EN	300	328，ETSI	EN	301	489-17，EN61010-1，EN62311
FCC：
	 Part15.247　　Contains	FCC	ID:	SGJ-WFC001
IC：
	 RSS-210　　Contains	IC:	8999A-WIC001

重要 
・	 本製品を使用する周波数帯域では，電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほ
か，工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要
する無線局），および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
他の無線局との混信を防止してください。

・	 本製品を使用する前に，近くで移動体識別用の構内無線局，および特定小電力無線
局が運用されていないことを確認してください。

・	 万一，本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場
合は，速やかに使用周波数を変更するか，または電波の発射を停止してください。
混信防止のための処置などについては，当社窓口にご相談ください。

■ 防爆規格

● 技術的データ
・	 TIIS 非点火防爆構造に関する注意事項	
	 付加仕様コード /JN37	が付加された	YFGW710	は第２類危険箇所で使用すること
ができます。	

	 JIS	C	60664-1 に定めるミクロ環境における汚損度２を超えないように設置してく
ださい。	

・	 適用規格：					
	 総則	 ：IEC60079-0：2004	
	 非点火防爆構造	 ：JIS	C	60079-15：2008	
	 通達番号	 ：基発 0925001 号	

・	 保護タイプおよび表示される記号：Ex	nAnL	IIC	T4	X	
・	 グループ：II	
・	 保護等級：IP66	
・	 周囲温度：-20 ～ 60℃	
・	 定格電圧：DC24V	
・	 電圧範囲：10～ 26.4V	
・	 最大電力：10W
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YFGW710	は，以下のように構成して使用します。

 
 

 
 

特別危険箇所
第1類危険箇所
第2類危険箇所
非危険箇所

非危険箇所第2類危険箇所

無線伝送器

無線 配線
FA0316.ai

YFGW710
無線ゲートウェイ

100BASE-FXまたは
100BASE-TX

外部保護
デバイス

制御機器

直流電源

外部保護
デバイス

図A3-16 システムの構成

● 注意事項 
・	 防爆機器の設置は，専門知識を持つ技術者または相当する専門家が行ってください。	
・	 防爆機器の設置は，機器の操作者など防爆に関する専門知識を持たない者が行うべ
きではありません。		

・	 設置にあたっては関連する法律や規定に従ってください。	
・	 YFGW710 は垂直に設置してください。	
・	 外部電源ラインおよびメタルネットワークケーブルに外部保護デバイスを設置して
ください。	

・	 YFGW710 防爆対応品にはケーブルグランドが付属しています。配線にはケーブルグ
ランドを使用してください。	

・	 IP66 保護等級を維持するために，必ず付属のケーブルグランドを使用してください。	
・	 ケーブルは本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。付属のクランプ用
ケーブルグランドで対応が可能です。

・	 YFGW710 は電源スイッチを備えていません。外部電源ラインに専用のブレーカを設
置してON/OFF を行ってください。	

・	 外部電源装置は出力電圧が次の仕様を満たすようにしてください。	
	 出力電圧が安定化されていること。	
	 定格電圧は最大 24Vであること。	
	 最大出力電圧誤差は＋ 10%であること。	
	 （最大出力電圧が 26.4V 以下であること）	

・	 外部保護デバイスは次の仕様を満たすようにしてください。付属の保護デバイスで
対応が可能です。
	 保護電圧レベルが機器の定格電圧 24Vの 140%(33.6V）以下であること。	
	 ツェナーダイオードやバリスタなどを用いることで過渡的な電圧に対応できるこ
と。	
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・	 外部電源および専用のブレーカは，次の電流仕様を満たすようにしてください。	
	 電流容量：1.5A 以上 (*1)

(*	1	)	本機器は，起動時に下記の突入電流が流れます。そのため定常時の消費電流の数倍以上で，下記の突入
電流に対応できる十分な電流容量を持った電源及びブレーカを使用ください。	

	 	 突入電流：30A，2ms（DC24V 時）	

・	 万一異常が生じた場合に電源を切れるように，ブレーカは防爆エリアの外に設置し
てください。	

・	 注意ラベル (防爆銘板 )に以下の記述があることに注意してください。	
	 「周囲に暴発性ガス雰囲気が存在するおそれがある時は容器を開かないでくださ
い。」	

	 「外部導線は，最高許容温度 70℃以上のものを使用してください。」	
・	 静電気は爆発の危険を生じる可能性があります。機器のコーティングされた表面を
乾いた布でこするなど，静電気を生じさせる行為は避けてください。	

・	 危険場所において計器や周辺機器にアクセスする場合，機械的なスパークを生じさ
せないよう注意をしてください。	

・	 運搬中の事故により損傷することを防ぐため，本機器はなるべく出荷時の包装状態
で設置場所まで運んでください。

● TIIS防爆規格品の設置
TIIS 防爆規格品の設置には以下の条件があります。
・	 上位との通信は光ネットワークケーブルを使用してください。
・	 直流電源装置と本体との間に保護デバイスを設置してください。
・	 ケーブルは本機器とは別の箇所で適切にクランプしてください。付属のクランプ用
ケーブルグランドで対応が可能です。

● 保護デバイスの設置と接続
電源ラインに生じる過渡的な電圧から本体を保護するため，直流電源装置と本体の間に
保護デバイスを設置してください。TIIS 非点火防爆対応のオプション（/JN37）で購入さ
れた場合，保護デバイスは出荷時に本体と同梱されています。保護デバイスは，DINレー
ルに取り付けて使用します。

直流電源装置より YFGW710本体へ

保護デバイス

DC24V DC24V+
－ +

－

FA0317.ai

図A3-17 保護デバイスと配線
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保護デバイスの LED表示は，それぞれ以下を意味します。
POWER:OUTPUT 端子に対して，電源が供給されています。
FAIL: 過電圧の印加などにより保護ヒューズが切れています。この LEDが点灯した場合
は，保護機能が維持できなくなっています。保護デバイスを交換してください。

● ケーブルのクランプ
ケーブルの重量やケーブルに生じる引張力がケーブルグランドに伝わらないように，適
切にケーブルをクランプしてください。
工場出荷時に取り付けられているケーブルグランドの電線管接続ねじ部に，ケーブルク
ランプ機能を持つケーブルグランドを接続し，ケーブルをクランプすることができます。
TIIS 非点火防爆対応のオプション（/JN37）で購入された場合，クランプ用のケーブルグ
ランドは出荷時に本体と同梱されています。

接続部

クランプ用のケーブル
グランド

工場出荷時に取り付けられている
ケーブルグランド

FA0318.ai

図A3-18 ケーブルクランプの接続説明図

Ex  nAnL  IIC  T4  X
周囲温度　－20 ～ ＋60℃
容器の保護等級　IP66
周囲に爆発性ガス雰囲気が存在するおそれがあるときは容器を
開けないでください。
外部導線は、最高許容温度70℃以上のものを使用してください。

警 告
WARNING

FA0319.ai

図A3-19 TIIS防爆銘板

Made in Japan
TOKYO 180-8750 JAPAN

V DC

FA0320.ai
製造番号

MODEL
SUFFIX

STYLE

SUPPLY
NO.

図A3-20 ネームプレートの例
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A3.6.2 型番・仕様コード
形名 コード 仕様

YFGW710  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · フィールド無線用一体形ゲートウエイ
---	 -A  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 常にA
上位通信インタ
フェース

0  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

100Base-TX
100Base-TX	/	100Base-FX

電源接続口 0  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

G	1/2	めねじ，接続口 2箇所
1/2	NPT めねじ，接続口 2箇所
M20	めねじ，接続口 2	箇所
G	1/2	めねじ，接続口 2箇所，ケーブルグ
ランド 2個つき	

ライセンス -S · · · · · · · · · · · · · · · · · ソフトウェア基本使用権
マニュアル言語 0  · · · · · · · · · · · · · ·

1  · · · · · · · · · · · · · ·
日本語
英語

ソフトウェア媒体 0  · · · · · · · · · · · ·
1  · · · · · · · · · · · ·

あり
なし

取付ブラケット D  · · · · · · · · ·
N  · · · · · · · · ·

2B	垂直パイプ取付用
なし

--- A  · · · · · · 常にA
付加仕様コード /	□ 付加仕様

A3.6.3 付加仕様
項目 仕様 コード

塗装 重防食塗装 X2
外部アンテナ用
ケーブル

1	m AC1
3	m AC3
4	m	(1	m	+	3	m)，アレスタ付 AC13
6	m	(3	m	+	3	m)，アレスタ付 AC33
13	m	(3	m	+	10	m)，アレスタ付 AC3A

TIIS 防爆規格 *1 非点火防爆構造		Ex		nAnL		IIC		T4		X	
周囲温度：-20 ～ 60℃	

JN37

クランプ用ケーブル
グランド

電線管接続対応クランプ用ケーブルグランド 2	個付
適用ケーブル外形：ø9	～	ø12			

G9

*1:	 電源接続口コードGの場合に限り適用。
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A3.6.4 外形図

● YFGW710

12
6.
5

190

壁取付位置

壁取付用穴
（Ø6ネジ穴，4箇所）

FA0321.ai

接地端子

配線接続口
（M20ネジ穴，2箇所）

118

56
.5

26

単位：mm37.5

43
8

28
0

(7.8) 236

243.8

136.8 36

54.5

111

12
6.
5

2Bパイプ

10
0

59 59 87.8
11
7*
1

*1：電源接続口コード2に適用。
 電源接続口コードGの場合、158 mm となります。

● アンテナ

本体 本体

アンテナ

外部アンテナ

ケーブル
長さ3m，1mより
選択可能

ケーブル 2
長さ10m，3mより
選択可能

ケーブル 1
長さ3m，1mより
選択可能

FA0322.ai

＜アレスタありの場合＞＜アレスタなしの場合＞

アレスタ

15
0 

18
 

Ø20.5

□  アンテナ
アンテナ
・ 無指向性アンテナ
・ 利得：2 dBi

□  リモートアンテナ
高周波同軸ケーブル
・ シース径：11.1 mm
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● アンテナ取付ブラケット

2Bパイプ（Ø60.5）

7217

68

FA0323.ai

単位：mm

18

88

98

13
5

29
2

● 保護デバイス
（付加仕様コード：JN37選択時付属）
過渡電圧保護デバイス
定格電圧	24VDC

35.8 58

89
.6

FA0324.ai
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● クランプ用ケーブルグランド
（付加仕様コード：JN37選択時付属）
電線管接続なし

9 18 24

39MAX

G1/2

Ø
26
.5

FA0325.ai

● クランプ用ケーブルグランド
（付加仕様コード：JN37およびG9選択時付属）
電線管接続対応

G1/2

17 50 30

FA0326.ai

G1/2
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A4. フィールド無線ネットワーク

A4.1 無線通信の範囲
無線フィールド機器や YFGW710 が無線通信できる範囲は，以下のとおりです。各機器の
アンテナを中心に，上下 45°の扇形ドーナツ状で，アンテナ部が互いに見通せる範囲です。

標準アンテナ

L  max

垂直範囲

アンテナ

45
°

45
°

水平範囲

FA0401.ai

図A4-1 無線通信の範囲（標準アンテナ）　

表A4-1 無線通信の範囲

場所 無線出力
( 最大 )

最大通信距離 (Lmax)
標準アンテナ

屋外 10	mW	(11.6dBm) 500	m
屋内 10	mW	(11.6dBm) 100	m

重要 
通信距離は，互いに見通しがきき通信経路内に電波の伝播に対する障害物のない理想的
な条件における最大値です。実際の現場では，環境条件，設置条件によって通信距離は
短くなります。
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A4.2 無線システム仕様

■ 無線仕様
項目 仕様

無線規格 ISA100.11a（IEEE802.15.4）準拠
周波数帯域 2400MHz-2483.5MHz
チャネル数 15
変調方式 Direct	sequence	spread	spectrum（DSSS）
無線出力電力 最大 11.6dBm，固定
受信感度 -95dBm以下
通信範囲	(*1) 最大	半径 500m
通信速度 250	Kbps
無線セキュリティ AES	128bit	暗号化
*1：	 見通しのある理想的な条件での値です。設置場所の環境条件で大きく変化（短く）します。

■ 接続機器数
項目 仕様 備考

Modbus クライアント最大接続台数 4	台 ―
OPC	Server

YFGW710 に接続するホスト側
機器の合計数が 10 台を超えな
いこと。

―
PRM
フィールド無線用コンフィグレータ
フィールド無線用管理ツール
FieldMate
( 注 )：	 無線フィールド機器の接続台数は，次の項目を参照ください。

■ 無線フィールド機器接続台数とPublish（更新）周期
すべての無線フィールド機器の更新周期が同じ場合は，更新周期１秒で最大 10台の接続
が可能で，更新周期５秒では最大 50台の接続が可能です。
更新周期の混在は，2種類まで設定可能で１種類は必ず 10秒以上（低速モード）にして
ください。

ネットワーク
形態

更新周期 A グループ 更新周期 B グループ
更新周期 A 機器台数 A 更新周期 B 機器台数 B

( 秒 ) ( 台 ) ( 秒 ) ( 台 )

スター
1 最大 5 10以上 最大 45

2～ 4 最大 10 10 以上 最大 40
5以上 最大 50 10 以上 50―機器台数A

メッシュ 10以上 最大 50 10 以上 50－機器台数A
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■ ネットワーク形態（トポロジー）
本フィールド無線システムではネットワーク形態としてスター型ネットワーク（スター
トポロジー）とメッシュ型ネットワーク（メッシュトポロジー）の両方をサポートします。
当社は，ネットワークの動作が確定的なため将来に渡る管理が簡単で拡張性にも優れた，
スター型ネットワークを推奨します。

● スター型ネットワーク
設置した時点の通信経路が将来に渡り変化しないネットワーク形態です。遅延時間を最
小にすると共に，高度な信頼性を実現します。スター型ネットワークを構築するためには，
YFGW710 を適切に分散配置し，全ての無線フィールド機器を YFGW710 と直接通信出来
る形態にする必要があります。

● メッシュ型ネットワーク
データの遅延時間が問題とならない用途では，無線を中継する機器（ルーティング機器）
を活用する事で，無線を中継する事が出来ます。ルーティング機器を使用したシステム
では，容易に無線の到達範囲を拡張する事が出来ます。一方，遅延時間の増大やデータ
を中継する無線機器の電池寿命が短くなる等のデメリットがあります。

IO

G

IO R

G

R

IO IO

ネットワーク形態 スター メッシュ

経路の形状

構成する機器

経路冗長化

YFGW710
IO 機器

YFGW710
ルーティング機器
IO機器

なし あり
機器数 /YFGW710 最大 50 台 /YFGW710
更新周期 1秒以上 10 秒以上

バッテリー寿命 長い
経路に影響されない

短い 
経路に影響される

無線到達範囲拡張 YFGW710 を追加 ルーティング機器追加

IO IO

IO

G

IO
R

G

FA0402.ai

( 注 )：	 YFGW710 の機器毎にネットワーク形態を設定することが可能です。
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■ メッシュ型ネットワーク使用時に考慮すべき事項
メッシュ型ネットワークを使用する時には，以下の項目への配慮をお願いします。

● IO機器（10台）＋ルーティング機器（2台）の数が12以上の場合
1 台の YFGW710 に対して無線フィールド機器が 12台を越えると，配置の設計がむずか
しくなります。この場合は，事前に横河電機にご相談ください。

● 無線フィールド機器を配置する場合の考慮事項
1.	 IO 機器の上位側には２個以上のルーティング機器を配置してください
	 メッシュ型ネットワークに設定した時には，全ての機器は通信経路を２個できるよ
うに，ルーティング機器および YFGW710 を配置してください。

2.	 最大ホップ数は２です
	 ゲートウェイと直接通信できる機器を 1ホップと定義します。
	 1 ホップに設置されたルーティング機器を経由しないと通信できない機器は 2ホップ
になります。

	 横河電機のシステムでは，電池寿命，設置容易性を考慮し，ホップ数を 2に制限し
ています。

	 機器を配置するときには配慮をお願いします。

R

G

R

IO IO
FA0403.ai

1 ホップ

2ホップ

● ルーティング機器の電池寿命
ルーティング機器は，中継する IO機器の数により寿命が違います。中継する IO機器の
数が多いほど，電池寿命は短くなります。
詳細はバッテリ寿命の目安をご参照ください。

■ ルーティング機器の設定方法
無線フィールド機器の機器の役割（Device	Role）をルーティング機器に設定 ･変更する
には，フィールド無線用コンフィグレータを使用して必要な手順を実行します。
詳細は，本書の “パート B　1.3.2.1	Device	Role の設定” を参照してください。
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■ バッテリ寿命の目安
標準的な仕様環境を想定した時の無線フィールド機器の更新周期とバッテリ寿命の関係
は以下の通りです。

IO機器のバッテリ寿命は，ネットワーク形態や経路の繋がり方によらず一定となります
が，ルーティング機器については，バッテリ寿命は経路の繋がり方によって大きく変化
します。基本的に，直接接続された下流の機器の数が増えるほど寿命が短くなります。
この他，バッテリ寿命は温度条件により大きく変化します。使用方法によっては，以下
のデータより短くなる可能性がありますのでご注意ください。

更新周期（秒） ルーティング機器に設定したときの
IO 機器設定に対する電池寿命の割合

10 x0.1 ～ 0.4
30 x0.1 ～ 0.5
60 x0.1 ～ 0.6
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B1. エンジニアリング
本章では，国際計測制御学会（ISA:	International	Society	of	Automation）のインダストリ
アルオートメーション用無線通信規格 ISA100.11a 準拠のフィールド無線システムを構築
するためのエンジニアリングについて説明します。
システムエンジニアリングフロー概要，エンジニアリングの基本編，エンジニアリング
の応用編に分けて説明しており，基本編・応用編は，システムエンジニアリングフロー
概要に則したガイドラインとなっています。
フィールド無線システムは，本書の “パートA			ハードウェア編” で説明される YFGW710
フィールド無線用一体形ゲートウェイ（以降，YFGW710 と表記）と無線フィールド機器
で構成されています。無線フィールド機器の詳細は，それぞれの機器のユーザーズマニュ
アルを参照してください。

補足 本ＩＭで説明するエンジニアリングに使用する FieldMate は R2.03.00 以降を想定しています。
FieldMate	R2.03.00 には Provisioning	Device	Tool が含まれています。
また赤外線によるフィールド機器パラメータの設定が可能となっています。
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B1.1 システムエンジニアリングフロー概要

システム
エンジニア

ユーザ
or Start-up

システム
エンジニア

システム
エンジニア

システム
エンジニア
or Start-up

(C)
制御システムのエン
ジニアリング

(CENTUM/STARDOM)

フィールド無線ネッ
トワークのオフライ
ンエンジニアリング
(Field Wireless 
Configurator)

YFGW710 への
ダウンロード
(Field Wireless 
Configurator)

無線ネットワーク
稼動状態確認
(Field Wireless 

Management Tool)

機器パラメータ
設定・調整
(PRM)

プロセスデータ
通信定義の
ダウンロード
(Field Wireless 
Configurator)

プロビジョニング
(FieldMate)

(A)

保全員Operators

操作監視

ループチェック

機器管理

必要に応じて

機器担当者

機器担当者

機器担当者

機器担当者

機器据付

(B)

システム
エンジニア
or Start-up

FB0101.ai

機器パラメータ
設定・調整
(FieldMate*1)

機器担当者

図B1-1 システムエンジニアリングフロー概要図

図 B1-1 にフィールド無線システムのシステムエンジニアリングフロー概要を示します。
このシステムエンジニアリングは，大別して下記の 3つの作業に分類されます。
・	 (A) 無線フィールド機器据付前に機器担当者による機器への設定と調整
・	 (B) システムエンジニア（もしくはスタートアップエンジニア）によるフィールド無
線ネットワークの構築

・	 (C) システムエンジニアによる制御システムのエンジニアリング
*1	FieldMate	R2.03.00，もしくはそれ以上のバージョンに適用します。
対象となるのは横河電機製のフィールド機器です。他社製品のフィールド機器のパラメー
タ設定・調整は PRMを使用して行います。
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■ 無線フィールド機器据付前の機器への設定と調整：機器担当者
この作業は，無線フィールド機器を現場に据付ける前に機器担当者があらかじめ必要な
情報をフィールド無線機器へ設定および調整する作業です。
図 B1-1 に示すように，無線フィールド機器を据付ける前の作業として以下があります。
・	 プロビジョニング (Provisioning)
	 フィールド無線ネットワークに参加するために必要な情報を設定します。この作業
は機器据付前に必須です。

・	 機器パラメータ設定および調整
	 無線フィールド機器が横河電機製の場合，機器担当者は機器据付け前に無線フィー
ルド機器に対して機器パラメータを設定および調整することができます。この作業
は機器据付け後に実施することもできます。機器据付前にこの作業を実施するに
は，FieldMate	R2.03.00，もしくはそれ以上を使用してください。詳細については
FieldMate の IM	(IM	01R01A01-01) の「パート I　ISA100.11a	無線機器」を参照して下
さい。

プロビジョニング作業とは，無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加
するために必要な情報を機器に設定する作業です。本作業は，第三者によるデータの改
ざん，あるいはなりすましなど無線ネットワークへの不正接続を防ぐために必要な作業
であり，プロビジョニングされていない機器，あるいは間違った情報が設定された機器
は無線ネットワークに参加することができません。
作業手順については本書の B1.2 章以降を参照してください。

■ フィールド無線ネットワークの構築：システムエンジニア
この作業は，システムエンジニア（スタートアップエンジニアも含む）が，フィールド
無線用コンフィグレータ (Field	Wireless	Configurator，以降和文名で表記 )を用いてフィー
ルド無線ネットワークを構築する作業です。
無線ネットワーク構築作業は，フィールド無線ネットワークのオフラインエンジニアリ
ング作業，YFGW710 へのダウンロード作業，フィールド無線ネットワーク稼動状態の確
認作業，無線フィールド機器パラメータ設定・調整作業，およびプロセスデータ通信定
義のダウンロード作業を含みます。作業手順については本書の B1.2 章以降を参照してく
ださい。
「YFGW710 へのダウンロード作業」，「フィールド無線ネットワーク稼動状態の確認作業」，
「プロセスデータ通信定義のダウンロード作業」は，ユーザのプラントサイトに搬入後，
システムエンジニア（あるいはスタートアップ）により実施される作業であると想定し
ています。詳細は本書の B1.2 章を参照してください。
また，「機器パラメータ設定・調整作業」は，機器担当者により実施される作業と想定し
ています。

■ 制御システムのエンジニアリング：システムエンジニア
この作業は，システムエンジニアによるホスト（制御・監視）システムのエンジニアリ
ングです。
詳細は，各ホストシステムのユーザーズマニュアルを参照してください。
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B1.2 基本編
本章では，1台の YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウェイと１台の無線フィール
ド機器を接続するシステムを想定した構築手順を記述します。

■ システム例

-IP Address 192.168.0.101
-Subnet mask 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.1

Field Wireless network
　-Network ID: 100

-IP Address 192.168.0.102
-Subnet mask 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.1

Gateway

PV

PC1
PC2

HUB

-Field Wireless Configurator
-Field Wireless Management Tool

Field Wireless Device
　-Device Tag = DEV_001
　-Device Role = IO only

-FieldMate with 
  Provisioning funciton

FB0102.ai

図B1-2 フィールド無線ネットワークシステム例

フィールド無線ネットワークの基本的な構築手順を理解するため，図 B1-2 に示すよ
うな構成で，無線フィールド機器が測定したプロセスデータ（PV 値）を 10 秒周期で
YFGW710 に転送するシステムを構築する手順を示します。

無線フィールド機器の機能には，他のフィールド無線機器の通信フレームを中継して転
送する機能（ルーティング機能と呼ぶ）と自身が計測したプロセスデータを送出する機
能（IO機能と呼ぶ）があります。
両方の機能を持つ無線フィールド機器をルーティング+IO機器と呼び，IO機能のみを持
つ機器を IO機器と呼びます。一方，ルーティング機能のみを持つ機器をルーティング機
器と呼びます。
ここでは，無線フィールド機器を IO機器として動作させるものとします。

図 B1-2 の PC1には，フィールド無線ネットワークの設定や保守などを行うためのフィー
ルド無線用コンフィグレータ (Field	Wireless	Configurator，以降和文名で表記 )，およ
び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
フィールド無線用管理ツール (Field	Wireless	Management	Tool，以降和文名で表記 )がイ
ンストールされています。
PC2 には，無線フィールド機器にプロビジョニングを実行するために，FieldMate とそ
れに連携して動作する FieldMate	Provisioning	Device	Tool がインストールされています。
PCから赤外線アダプタを介して，無線フィールド機器をフィールド無線ネットワークに
参加させるために必要な設定を行います。
注）	 FieldMate	R2.03.00 以降では赤外線通信を使用して機器情報の設定が可能です。
	 詳細については FieldMate の IM	(IM	01R01A01-01)「I-7　ISA100 機器情報取得」を参
照してください。	
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B1.2.1 事前準備

■ ネットワーク設計
フィールド無線ネットワークを構築するために，事前に下記の項目を決定します。
ネットワーク ID，使用する無線フィールド機器の機器タグ名，および YFGW710 の
Ethernet 接続のためのネットワーク情報です。
これらの情報は，システムエンジニアと機器担当者が作業を進める上で必要な情報であ
り，両者間で情報を共有してフィールド無線ネットワークを効率よく構築する必要があ
ります。

● ネットワークID
YFGW710，無線フィールド機器で構成するフィールド無線ネットワークのネットワーク
ID（2～ 65535）を決定します。図 B1-2 の例では，「100」とします。

● 使用する無線フィールド機器の選定と機器の情報確認
使用する無線フィールド機器のVendor	ID，Model	ID，Device	Revisionを確認してください。

● 機器タグ名
機器を識別するために無線フィールド機器に割り付けられる名称です。同一フィールド
無線ネットワーク内でユニークな名称を設定してください。図B1-2 の例では，「DEV_001」
とします。

● Ethernet接続のためのネットワークパラメータ
YFGW710，および各 PCを Ethernet に接続する際に必要なネットワークパラメータです。
「IP	Address」，「Subnet	Mask」，および「Default	Gateway」を指します。同一 Ethernet 上
で IP アドレスが重複しないように注意してください。
図 B1-2 の例では，YFGW710，および PC1 のネットワークパラメータを以下のように設
定します。

表B1-1 ネットワークパラメータの設定例

項目 YFGW710 PC1
IP	Address 192.168.0.101 192.168.0.102
Subnet	Mask 255.255.255.0
Default	Gateway 192.168.0.1
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■ ハードウェアの準備

● YFGW710

● 無線フィールド機器

● PC x2台
フィールド無線用コンフィグレータ，およびフィールド無線用管理ツールをインストー
ルする PCと，FieldMate をインストールする PCの 2台を用意します。
Ethernet に接続する PC1には，Ethernet インターフェース (100BASE-TX) が必要です。

● HUB

■ ソフトウェアの準備

● 各ソフトウェアのインストール
フィールド無線ネットワーク構築にあたり，次のソフトウェアを用意し使用する PCにイ
ンストールしてください。
・	 PC1
	 フィールド無線用コンフィグレータ	R1.02.00，もしくはそれ以上
	 フィールド無線用管理ツール	R1.02.00，もしくはそれ以上
	 このソフトウェアは，YFGW710 付属のDVD-ROMに収納されています。インストー
ル方法は，本書 “パート C無線システム設定・管理ソフトウェア編” を参照してく
ださい。

	 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はMicrosoft					
.Net	Framework	3.5，およびその Service	Pack	1 が必要となります。

	 PC1 にMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack1 がインストールされていない場合，
フィールド無線用コンフィグレータ	/	フィールド無線用管理ツールのインストール時
にMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack1がインストールされます。詳細は"パー
ト C	C2.2.2	インストール手順 "または "パート C	C3.2.2	インストール手順 "を参照し
てください。

	 PC1に古いバージョンのフィールド無線用コンフィグレータまたはフィールド無線用
管理ツールがインストールされている場合，本ソフトウェアをインストールしてアッ
プデートしてください。アップデート手順は "パート C	C.2.2.2	インストール手順 "お
よび "パート C	C3.2.2" を参照してください。

	 なお，オペレーティングシステムがWindows	Server	2008	R2 の場合，Microsoft	.NET	
Framework	3.5	Service	Pack	1はプレインストールされていますが有効になっている必
要があります。有効になっていることを確認する手順および有効にする手順は，"C1.	
付属ソフトウェアの動作環境・条件 "の [ 補足 ]を参照してください。

・	 PC2
	 FieldMate	R2.03.00，もしくはそれ以上
	 機器据付前に無線フィールド機器へ機器パラメータの設定・調整作業を行う場合は，
FieldMate	R2.03.00 もしくはそれ以上をインストールしてください。

	 まず，FieldMate を次のユーザーズマニュアルを参照してインストールしてください。
	 IM01R01A04-01　FieldMate	機器調整・設定ソフトウェア　

	 	 簡易スタートマニュアル
	 IM01R01A01-01　FieldMate	機器調整・設定ソフトウェア
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● Capabilities FileとDevice DTMの準備
無線ネットワークに接続する無線フィールド機器のCapabilities	File と Device	DTMを準
備してください。Capabilities	File と Device	DTMは無線フィールド機器ベンダから提供さ
れます。入手方法は無線フィールド機器ベンダに問い合わせてください。横河電機製の
フィールド機器については、下記ウェブサイトからダウンロードしてください。
<	http://www.field-wireless.jp/	>

・	 PRM／ FieldMate をご使用の場合は，必ず下記ウェブサイトより各製品に対応する
設定ツールおよびDeviceFiles を確認ください。

	 <	http://www.field-wireless.jp/	>
－	PRM	R3.05	以降をご使用の場合は，PRMに同梱のDeviceFiles もしくは専用サイト
より提供される適切なDeviceFiles	をご利用ください。

－	FieldMate	R2.03 以降をご使用の場合は，FieldMate に同梱のDeviceFiles もしくは
専用サイトより提供される適切なDeviceFiles	をご利用ください。

・	 YTMX580 をご使用の場合は，PRM	R3.10 以降，FieldMate	R2.04 以降をご使用ください。

B1.2.2 フィールド無線ネットワークのオフラインエンジニアリ
ング

フィールド無線ネットワークのオフラインエンジニアリングは，フィールド無線用コン
フィグレータを使用して次の手順で作業します。
・	 プロジェクトデータベースの作成
・	 YFGW710 の登録
・	 無線フィールド機器の登録
・	 Capabilities	File（CF）の読み込み
・	 ユーザアプリケーションのエンジニアリング

B1.2.2.1 プロジェクトデータベースの作成
フィールド無線用コンフィグレータで，プロジェクトデータベースを作成します。具体
的な作業方法は，本書の “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” の章を参照
してください。
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■ プロジェクトデータベースの格納フォルダとファイル名
プロジェクトデータはデフォルトで，フィールド無線用コンフィグレータの<Options>
画面の「Default	Folder	for	Project	Files」に示すフォルダに保存されます。
<Options> 画面は，メイン画面のメニューで [Tools]	-	[Options] を選択すると開きます。

FB0103.ai

図B1-3 プロジェクトデータベースのフォルダ

ファイル名は以下のとおりです。
<任意のプロジェクト名>.yep

プロジェクト名は，最大 16文字とし，使用可能文字は半角のアルファベット，数字，ハ
イフン，アンダースコアです。

■ プロジェクトデータベースのバックアップ
フィールド無線ネットワークの構築作業が完了した後は，プロジェクトデータベースを
バックアップしてください。

補足 バックアップ機能を使用して前述のプロジェクトファイルを保存してください。詳細は "パート C	C2.3.3.1	
プロジェクト操作 "を参照してください。エクスプローラーなどからプロジェクトファイル名の変更などは
行わないでください。プロジェクトファイル名が変更されたプロジェクトにつていは，フィールド無線用コ
ンフィグレータでの動作保証はできません。
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B1.2.2.2 YFGW710の登録
プロジェクトデータベースに YFGW710 を登録します。登録の詳細手順は，本書の “パー
トC		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” を参照してください。
登録後，フィールド無線用コンフィグレータのメイン画面の右ペイン「Network	
Information」タブのページの以下に示す，YFGW710 に関わる各パラメータを設定してく
ださい。

■ Network Information欄
表B1-2 Network Informationの設定

パラメータ名 設定値 備考
Network	ID 該当ネットワーク ID（2～ 65535）

を入力してください。
図 B1-2 のフィールド無線ネット
ワークの場合，100を指定してく
ださい。

該当 YFGW710 はここで指定され
たネットワーク IDで動作します。

補足 Network	ID を変更した場合，再度無線フィールド機器のプロビジョニング作業が必要となります。

■ IPv4 Settings欄
表B1-3 IPv4 Settingsの設定

パラメータ名 設定値 備考
IP	Address 無線ネットワークのエンジニアリングで

YFGW710 に割り当てた値を設定してく
ださい。
図 B1-2 のフィールド無線ネットワーク
の場合，下記を設定してください。
IP	Address:	192.168.0.101
Subnet	mask:	255.255.255.0
Default	Gateway:	192.168.0.1

フィールド無線用コンフィグ
レータはここで指定された
YFGW710 に対しアクセスする
ことになります。

Subnet	Mask

Default	
Gateway

NTP	Server	IP	
Address

NTP サーバの IP アドレスを指定してくだ
さい。

通常NTPサーバを使用す
る必要がないので，Default	
Gateway と同じ IP アドレスを
設定してください。

■ Gateway欄
表B1-4 Gatewayの設定

パラメータ名 設定値 備考
Device	Tag Gateway の Device	Tag を指定してくだ

さい。
デフォルトで “YFGW-GWnnn”
となります。
“nnn” は 001	-	999 までの値
となり該当プロジェクトでユ
ニークになるように自動で割
り振られます。
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■ System Manager/Security Manager欄
表B1-5 System Manager/Security Managerの設定

パラメータ名 設定値 備考
Device	Tag System	Manager の Device	Tag を指定し

てください。
デフォルトで “YFGW-SMnnn”
となります。
“nnn” は 001	-	999 ま での値
となり該当プロジェクトでユ
ニークになるように自動で割
り振られます。

EUI-64 System	Manager の EUI-64 です。 表示のみです。
Channels 使用する Channel をチェックしてくださ

い。デフォルトで，全15チャネルがチェッ
クされます。
本 YFGW710 が使用される国，地域の電
波法により禁止されているChannel につ
いては，チェックをはずしてください。

フィールド無線用コンフィグ
レータで表示される Channel
は 0	-	14 です。IEEE	802.15.4 で
定義される 11-25 に対応しま
す。

Topology ネットワークトポロジーを指定してくだ
さい。
下記の2種類を選択することができます。
・スター型　（デフォルト）
・メッシュ型

ネットワークトポロジーの変
更についての詳細は B1.2.2.5 章
を参照してください。

Max	Nodes デフォルトで 50台が指定されます。 変更しないでください。
Max	Latency デフォルトで 0%が指定されます。 変更しないでください。
Max	Device	
Timeout

デフォルトで 120秒が指定されます。 変更しないでください。

Advertise	
Period

デフォルトで 7秒が指定されます。 変更しないでください。

Join	Links	
Period

デフォルトで 4秒が指定されます。 変更しないでください。

PER デフォルトで 15%が指定されます。 ネットワークトポロジがメッ
シュのとき，通信における経
路切替の基準となります。

補足 無線フィールド機器や YFGW710 の各機能に設定されている機器固有の 64ビットアドレス（EUI-64）につ
いて，本章から参照する “パートC　C2. フィールド無線用コンフィグレータ” のソフトウェアの画面上では，
“EUI64” の表記が使用されている場合があります。
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■ Channels（System Manager/Security Manager欄）
ISA100.11a フィールド無線ネットワークは，IEEE	802.15.4 で定義される各 Channel に対
応した無線周波数帯域を使用します。無線ネットワークを使用する国，地域の法律によ
り使用禁止されている帯域がある場合は該当するChannel のチェックを外してください。

表B1-6  RF Channel

ISA100.11a IEEE802.15.4 帯域 (MHz) ISA100.11a IEEE802.15.4 帯域 (MHz)
0 11 2405 8 19 2445
1 12 2410 9 20 2450
2 13 2415 10 21 2455
3 14 2420 11 22 2460
4 15 2425 12 23 2465
5 16 2430 13 24 2470
6 17 2435 14 25 2475

7 18 2440
15

（常に使用禁止）
26 2480

■ Backbone Router欄
表B1-7 Backbone Routerの設定

パラメータ名 設定値 備考
Device	Tag Backbone	Router の Device	Tag を指定し

てください。
デフォルトで “YFGW-BBRnnn”
となります。
“nnn” は 001	-	999 までの値
となり該当プロジェクトでユ
ニークになるように自動で割
り振られます。

Filter	Bit	Mask デフォルトで 0xFFFF が指定されます。 変更しないでください。
Filter	Target	
ID	(Subnet	ID)

本システムで使用する YFGW710 では
NetworkID	=	Subnet	ID となっています。

表示のみです。

補足 Filter	Bit	Mask と Filter	Target	ID について
１つのフィールド無線ネットワークに，論理的に独立した複数のフィールド無線ネットワークを構築する場
合に使用するパラメータです。
ただし，現在提供する無線機器で構成するシステムは，本システム例のように 1つのフィールド無線ネット
ワークに 1つの論理的なフィールド無線ネットワークを構築します。Filter	Bit	Mask と Filter	Target	ID は変更
せずデフォルトの値を使用してください。

補足 Gateway，System	Manager/Security	Manager，Backbone	Router は，YFGW710 一体形ゲートウェイを構成
する機能です。
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B1.2.2.3 無線フィールド機器の登録
無線ネットワークに参加させる無線フィールド機器を登録します。登録の詳細手順は，
本書の “パートC		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” を参照してください。
無線フィールド機器を登録後に関連する次のパラメータを設定してください。

表B1-8 無線フィールド機器関連パラメータの設定

パラメータ名 設定値 備考
Device	Tag B1.2.3.2 章でプロビジョニング時に無線

フィールド機器に設定した機器タグを入
力してください。
最大 16文字まで設定可能です。また，
使用可能な文字列は，半角の大文字アル
ファベット，数字，ハイフン，アンダー
スコアです。

誤った機器タグを設定すると，
後述する「プロビジョニング
情報ファイルのプロジェクト
データベースへの登録」およ
び「無線フィールド機器への
ダウンロード」が正しく実行
されません。

EUI-64 対象無線フィールド機器の EUI-64 後述する “B1.2.4.1	プロビジョ
ニング情報のプロジェクト
データベースへの登録” 作業時
に自動で登録されます。

Join	Key 対象無線フィールド機器の Join	Key

Device	Role 無線フィールド機器のDevice	Role 詳細は B1.2.2.5 章を参照してく
ださい。

Provisioner	
Name

対象無線フィールド機器にプロビジョニ
ングを実行したユーザ名

後述する “B1.2.4.1	プロビジョ
ニング情報のプロジェクト
データベースへの登録” 作業時
に自動で登録されます。

Provisioning	
Time

対象無線フィールド機器がプロビジョニ
ングされた時刻。UTCで表示されます。

B1.2.2.4 Capabilities File(CF)の読み込み
B1.2.3.5 節のユーザアプリケーションのエンジニアリングを実施する前に，該当無線
フィールド機器のCapabilities	File（以降，CFと表記）を準備し，フィールド無線用コンフィ
グレータで無線フィールド機器を登録する作業中にCFを読み込む作業が必要です。

CFを所定のフォルダにコピーし，フィールド無線用コンフィグレータで読み込んでくだ
さい。具体的な作業方法は，本書の “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグレータ”
を参照してください。なお，コピー先については後述する「■	CF コピー先フォルダ」の
項を参照してください。

■ CFとは
CF には，無線フィールド機器のベンダ名，モデル名，レビジョンや実装されているプロ
セスデータ（流量・温度・圧力などの測定値）の情報が記述されています。CFは，機器
ベンダから配布されます。

補足 CFの内容をテキストエディタなどで変更しないでください。変更すると，B1.2.2.5章のユーザアプリケーショ
ンのエンジニアリングが正しくできなくなります。
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■ CFのファイル名規則
CF のファイル名は次の規則で決定されます。
<Vendor	ID>¥<Model	ID>¥<Device	Revision><DD	Revision><CF	Revision>.cff

横河電機の Vender	ID：00594543
EJX のModel	ID：000C
YTAのModel	ID：0005

■ CFコピー先フォルダ
CF を機器ベンダから入手し，次のフォルダにコピーします。
フォルダは，フィールド無線用コンフィグレータのメイン画面のメニューで [Tools]	-	
[Options] を選択すると開く <Options> 画面の「File	Options」欄の「Default	Folder	for	
CF/DD	Files」に示されます。
デフォルトで，“C:¥Yokogawa¥FieldWireless¥FieldWirelessConfigurator¥CFDD” に設定さ
れています。詳細は，本書 “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” を参照し
てください。

FB0104.ai

図B1-4  CFのコピーフォルダ
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B1.2.2.5 ユーザアプリケーションのエンジニアリング
ユーザアプリケーションのエンジニアリングでは，次の 3つの作業を実施します。
・	 Device	Role の定義
・	 プロセスデータ通信の定義（無線フィールド機器が持つどのデータを，どんな周期で，
どの機器（YFGW710）に通知するかの設定）

・	 Modbus	Register マップの定義
フィールド無線コンフィグレータでCFを読み込むと，無線フィールド機器の属性情報が
表示され，上記 3つの定義が操作可能となります。

■ Device Roleの定義
Device	Role とは，無線フィールド機器の機能役割（IO機能，およびルーティング機能）
を示します。フィールド無線用コンフィグレータは，該当無線フィールド機器がサポー
トする全てのDevice	Role を表示します。必要に応じて IO機能，およびルーティング機
能から選択してください。複数選択することもできます。Device	Role の設定画面では，
IO機能を “IO” およびルーティング機能を “Router” と表示しています。
フィールド無線ネットワークに参加する無線フィールド機器は，選択された機能で稼動
します。
フィールド無線用管理ツールで，無線フィールド機器がどの機能で稼動しているかを確
認することができます。
なお，稼働中の無線フィールド機器のDevice	Role を変更した場合，設定情報ダウンロー
ド時に無線フィールド機器の再起動が発生します。詳細は本書 B1.3.2.1 節を参照してくだ
さい。

● ネットワークトポロジーがスター型ネットワークの場合の注意事項
B1.2.2.2 節において，ネットワークトポロジーにスター型ネットワークを選択した場合，
Device	Role に IO 機能が選択されている無線フィールド機器（IO機能のみが選択された
機器，もしくは IO＋ルーティング機能が選択された機器）のみがフィールド無線ネット
ワークに参加します。ただし，参加する全ての無線フィールド機器の IO機能のみが有効
になります。
IO機能が選択されていない無線フィールド機器（ルーティング機能のみが選択された機
器）は，フィールド無線ネットワークに参加することができません。

● ネットワークトポロジーがメッシュ型ネットワークの場合の注意事項
B1.2.2.2 節において，ネットワークトポロジーにメッシュ型ネットワークを選択した場合，
Device	Role にルーティング機能を設定する無線フィールド機器は，最大 10台までとして
ください。
11台以上の無線フィールド機器に対し，ルーティング機能を選択した場合，該当フィー
ルド無線ネットワークに接続される不特定の台数の無線フィールド機器との通信が正常
に行われない可能性があります。この状態では，横河電機製の制御システムで IOP など
のプロセスアラームや無線フィールド機器が離脱したことを意味するシステムアラーム
などが発生する場合があります。
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■ プロセスデータ通信の定義
無線フィールド機器のデータごとに転送周期，転送先（本システムでは YFGW710）を定
義します。

表B1-9 プロセスデータ通信定義のためのパラメータ設定

パラメータ名 設定値 備考
Sampling	
Parameters

YFGW710 に通知する無線フィールド機
器のデータを指定してください。
デフォルトでは，無線フィールド機器が
持つプロセスデータが指定されていま
す。

Sampling	Parameters に設定で
きるパラメータは下記の 3種
類です。なお，すべてのパラ
メータを設定しない場合，無
線フィールド機器からはデー
タ転送は行われません。
PV	
PV_B
DAIG_STATUS	

Update	Policy 変更不要です。
Periodic/Change	of	State の 2値が指定可
能ですが，常に Periodic を指定してくだ
さい。

Change	of	State とはデータが
変更になったときのみ通知さ
れる方式です。
Periodic は「Publication	
Period」で指定された周期ごと
にデータを通知する方式です。
本システムでは必ず「Periodic」
を指定していください。

Publication	
Period

必要に応じて周期を変更してください。
範囲は 1秒から 60秒です。
デフォルトは 5秒です。

0秒を指定すると無線フィール
ド機器からデータが通知され
ません。

Stale	Limit	
Time

必要に応じて変更してください。
範囲は 10秒から 255秒です。
デフォルトは 50秒です。
Publication	Period より大きい値を設定し
てください。

この指定時間を超えて無線
フィールド機器からデータ
を受理できなかった場合，
YFGW710 は通信異常と判断し
ます。

Destination	
for	data

通知先の機器タグ名が設定されていま
す。

常に YFGW710 を指します。
変更不可です。

● Publication PeriodとStale Limit Timeについて
・	Publication	Period
	 Publication	Period は，無線フィールド機器から YFGW710 にプロセスデータを通知
する周期です。

	 バッテリー消費量（Publication	Period に応じてバッテリー消費量が変わります）な
ども考慮して Publication	Period を決定してください。

・	Stale	Limit	Time
	 無線通信の確認処理，システムの使用環境，無線品質の劣化，通信経路異常とその
復帰などにより，データの消失・データの再送・データ更新周期のばらつきが発生
することがあります。

	 データ未更新，データ消失が Stale	Limit	Time で指定された時間内継続した場合，
YFGW710 は異常と判断し制御システムに異常を通知します。



IM 01W01F01-01JA

B1-16	 	 ＜ B1.		エンジニアリング＞

必ず Publication	Period より長い値を設定してください。Publication	Period の 10 倍の値
を設定することを推奨しますが，データ未更新，データ消失の発生から，異常と判断す
るまでの時間はシステム環境やユーザアプリケーションによって異なりますので，実情
に合わせて決定してください。

■ Modbus Register マップの定義
Modbus 通信を使って制御システムと通信する場合に，本作業を実施する必要があります。
Modbus	Register	マップへの割付方法は，本書 “パート C		C2. フィールド無線用コンフィ
グレータ” を参照してください。
本システムでは，Input	Register への割付のみ可能です。Holding	Register への割付はでき
ません。

補足 機器が持つ PV値，および機器の診断結果を意味するDIAG_STATUS のみを Input	Register に割り付けること
ができます。

B1.2.3 無線フィールド機器据付前作業
無線フィールド機器をプラントの現場に据え付ける前に，機器および YFGW710 に事前に
実施する必要のある次の作業について説明します。
・	 YFGW710 の設定作業
・	 無線フィールド機器のプロビジョニング作業
・	 無線フィールド機器のパラメータ設定・調整 (本作業は機器据付後に実施することも
可能です )

B1.2.3.1 YFGW710の設定作業
YFGW710 を据え付ける前に，YFGW710 を Ethernet に接続するための設定作業が必要と
なります。YFGW710 は，出荷時に次の値が設定されています。

表B1-10 YFGW710のネットワークパラメータの工場出荷時の値

項目 初期値
IP アドレス 192.168.0.101
サブネットマスク 255.255.255.0
ディフォルトゲートウェイ 192.168.0.1

YFGW710 のネットワークパラメータを変更する場合は，フィールド無線用コンフィグ
レータがインストールされた PCと YFGW710 を接続して，以下の手順に示す操作を実行
してください。
このとき，PC の IP アドレスは YFGW710 の出荷時 IP アドレスと異なる IP アドレス
（192.168.0.101 以外の IP アドレス）としてください。
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■ YFGW710のネットワークパラメータ設定手順
1.	 フィールド無線用コンフィグレータがインストールされた PCとネットワークパラ
メータを設定する YFGW710 を 1対 1で接続してください。

2.	 PC と YFGW710 の経路確認のため，PC から “ping” コマンドを使って現在の
YFGW710（工場出荷時から変更していなければ 192.168.0.101）にアクセスしてくだ
さい。“ping” コマンドが正常に動作しない場合，経路異常，もしくは PCのネットワー
ク設定に問題があります。経路確認，および使用する PCのネットワーク設定を確認
してください。

3.	 フィールド無線用コンフィグレータで，プロジェクトを一つ作成します。このプロ
ジェクトは，YFGW710 ネットワークパラメータを変更するためだけに使用されるプ
ロジェクトです。プロジェクトの作成方法は，本書 “パート C		C2. フィールド無線用
コンフィグレータ” を参照してください。

4.	 フィールド無線用コンフィグレータのメイン画面の「Network	Information」タブの
ページの「IPv4	Settings」欄の IP	Address，Subnet	Mask，Default	Gateway に変更す
る値を設定してください。それ以外は変更する必要はありません。

5.	 新しい YFGW710 ネットワークパラメータを設定するために，フィールド無線用
コンフィグレータのメイン画面のメニュー「Tools」	-	「Download」を選択し，
<Download	Project	Data> 画面を開きます。

6.	 <Download	Project	Data> 画面上の「Connection	Information」欄の IP	Address に変
更前の IP	Address（説明の例では，192.168.0.101）を設定して [Start	download] ボタ
ンを押して実行してください。ダウンロードを開始すると，YFGW710 は途中で自動
的にリスタートします。自動リスタートして YFGW710 が正常に起動するまで，最大
2分かかります。

7.	 YFGW710がリスタートしたら，PCから“ping”コマンドを使って新しいYFGW710ネッ
トワークパラメータが，該当 YFGW710 に設定されているかどうか確認してください。
“ping” コマンドの返答が正常でない場合，PCのネットワーク設定に問題がありま
す。特に変更した IP アドレスが異なるセグメント（例えば YFGW710 の IP アドレス
を 192.168.0.101 から 10.0.1.1 などに変更した場合など）に変更された場合，PCのネッ
トワーク設定を新いセグメントにアクセスできるよう再設定する必要があります。

補足 Ethernet 上に接続される全てのマシン（YFGW710，PC）で IP アドレスがユニークになるよう設定してくだ
さい。
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B1.2.3.2 無線フィールド機器のプロビジョニング作業
無線フィールド機器のプロビジョニング作業は，FieldMate と FieldMate	Provisioning	
Device	Tool をインストールした PCを使って実施します。赤外線アダプタを使って無線
フィールド機器に対し 1台ずつ設定します。

■ プロビジョニング作業の作業フロー
プロビジョニング作業は，無線フィールド機器をフィールド無線ネットワークに参加さ
せるために必ず実施する作業です。
図 B1-5 にプロビジョニングの作業フロー概要を記述します。

Network ID = 100
Device Tag = FIC100
Join Key = “$D&#Y”
EUI_64 = zzzz:zzzz:zzzz:zzzz

Network ID = 100
Device Tag = DEV_001
Join Key = “11223344 ...”
EUI_64 = yyyy:yyyy:yyyy:yyyy

システムエンジニア

-Network ID = 100
-Device Tag = DEV_001

Field Wireless Configurator

Gateway

-EUI_64 = yyyy:yyyy:yyyy:yyyy
-Device Tag = DEV_001
など

-Device Tag = DEV_001
-Join Key = “11223344...”
-EUI_64 = yyyy:yyyy:yyyy:yyyy

Project 
Database

S1. 入力

S2. 読み込み

S3. Gateway
　へのダウンロード M2. 保存

設定

機器の設置

機器担当者

M1. 入力

Device
(EUI_64 : yyyy:yyyy:yyyy:yyyy)

-Network ID = 100
-Join Key = “11223344...”
-Device Tag = DEV_001
など

FieldMate
 (Provisioning Device)

-Network ID = 100
-Device Tag = DEV_001

Provisioning 情報ファイル

Join 時

FB0105.ai

図B1-5 プロビジョニングの作業フロー概要

機器担当者が，プロビジョニング作業（図 B1-5,	M1），およびプロビジョニング情報ファ
イルの作成作業（図 B1-5,	M2）を実施します。
システムエンジニアはフィールド無線用コンフィグレータを使ってプロジェクトデータ
ベースを作成します。（図 B1-5,	S1。詳細は B1.2.2 節を参照してください。）
次に機器担当者が作成したプロビジョニング情報ファイルをプロジェクトデータベース
に登録します。（図 B1-5,	S2。詳細は B1.2.4 章以降を参照してください。）
登録後，プロジェクトのデータを YFGW710 へダウンロードします。（図 B1-5,	S3。詳細
は B1.2.4 節を参照してください。）

以上の作業により，無線フィールド機器はフィールド無線ネットワークに参加し，
YFGW710 と通信することが可能となります。
なお，無線フィールド機器を新たに追加，交換する場合も，同様の作業フローを実行し
ます。
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■ プロビジョニング情報の設定
機器タグとネットワーク IDを FieldMate プロビジョニング機能を使って設定します。
無線フィールド機器には機器タグとネットワーク ID，Join	Key が設定されます。ただし，
Join	Key は FieldMate が自動生成するため入力は不要です。

● 機器タグの設定
ユーザが無線フィールド機器を識別するために使用します。
図 B1-2 の例では，“DEV_001” を設定してください。

● ネットワークIDの設定
無線フィールド機器が参加するフィールド無線ネットワークのネットワーク IDです。
十進数の 2～ 65535 の値を設定してください。
無線フィールド機器は，プロビジョニング作業で設定されたネットワーク IDに一致する
フィールド無線ネットワークに参加することができます。
図 B1-2 の例では，“100” を設定してください。

■ プロビジョニング情報ファイルの作成
プロビジョニング情報ファイルには，プロビジョニングで無線フィールド機器に設定さ
れた次の情報が保存されます。
・	 ネットワーク ID
・	 機器タグ
・	 EUI-64
・	 Join	Key
・	 Provisioner（プロビジョニング操作を実行したしたユーザ名）
・	 日付（プロビジョニング実行した時刻）

このプロビジョニング情報ファイルは，後述するフィールド無線用コンフィグレータか
ら YFGW710 に対しデータを書き込む際に必要となりますので，大切に保管してください。

● プロビジョニング情報ファイルの保管
プロビジョニング情報ファイルを紛失した場合，紛失したプロビジョニング情報ファイ
ルと同じファイルを復元することはできません。再度プロビジョニング作業を実施して
作成し直す必要があります。
プロビジョニング情報ファイルは絶対になくさないよう，大切に保管してください。

● 複数のプロビジョニング情報ファイルの作成
ひとつのプロビジョニング情報ファイルに，複数の無線フィールド機器のプロビジョニ
ング情報を記録することができます。また複数の機器ごとにプロビジョニング情報ファ
イルを作成することもできます。
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B1.2.3.3 無線フィールド機器のパラメータの調整・設定作業
無線フィールド機器の据付前に，当該機器のパラメータ調整および設定作業を，
FieldMate で行うことができます。
詳細については FieldMate の IM	(IM	01R01A01-01	5 版以降 )の「パート I				ISA100.11a	無線
機器」を参照して下さい。
本作業は FieldMate	R2.03.00，もしくはそれ以上で行ってください。
なお，本作業は機器据付前の必須作業ではありません。機器据付後の無線フィールド機
器パラメータ調整・設定作業は，PRMから YFGW710 経由で行ってください。詳細は
B1.2.6 章を参照してください。

B1.2.4 YFGW710へのダウンロード
B1.2.2 節で説明した，フィールド無線ネットワークのオフラインエンジニアリングで作成
したプロジェクトデータベースの情報を YFGW710 にダウンロードします。
B1.2.4 節以降の作業は，無線機器をユーザプラントサイトに搬入後，システムエンジニア
（あるいはスタートアップエンジニア）により実施される作業であると想定しています。

YFGW710 にダウンロードが完了すると，プロビジョニング作業が完了した無線フィール
ド機器がフィールド無線ネットワークに参加可能となります。
下記の作業が必要となります。
・	 プロビジョニング情報のプロジェクトデータベースへの登録
・	 YFGW710 へのダウンロード

B1.2.4.1 プロビジョニング情報のプロジェクトデータベースへの登録
B1.2.3.2 節の手順で作成したプロビジョニング情報ファイルから，プロビジョニング情報
を取得しフィールド無線用コンフィグレータのプロジェクトデータベースに登録する作
業です。
プロビジョニング情報の登録方法は，本書の “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグ
レータ” を参照してください。
なお，この作業は YFGW710 にダウンロードする前に実施してください。

プロビジョニング情報（EUI-64 や Join	Key）は無線フィールド機器と YFGW710 で共有す
る情報です。
プロビジョニング情報ファイルからプロビジョニング情報を取得してプロジェクトデー
タベースに登録した後，YFGW710 に書き込むことでプロビジョニング情報が無線フィー
ルド機器と YFGW710 間で共有されます。

● 登録情報
プロビジョニング情報ファイル内のデータのうち，プロジェクトデータベースに登録さ
れる情報は下記のとおりです。
・	 EUI-64
・	 Join	Key
・	 Provisioner：FieldMate でプロビジョニングしたユーザ名
・	 日付：FieldMate でプロビジョニングした時刻

補足 登録された上記の情報は，フィールド無線用コンフィグレータから変更することはできません。
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● 登録条件
プロビジョニング情報ファイル内の該当ネットワーク IDに一致する無線フィールド機器
のプロビジョニング情報がプロジェクトデータベースに登録されます。
既に機器タグがプロジェクトデータベースに登録されている場合は，登録情報に記載し
た情報が登録・更新されます。機器タグがプロジェクトデータベースに未登録の場合は，
登録情報に記載した情報の他に機器タグも合わせてプロジェクトデータベースに新規登
録されます。

補足 プロビジョニング情報ファイルからプロビジョニング情報をプロジェクトデータベースに登録する作業で
は，機器タグを用いて関連付けしています。プロビジョニング情報ファイル内の機器タグとプロジェクトデー
タベースの機器タグが異なる場合，この登録作業でプロジェクトデータベースの機器タグをプロビジョニン
グ情報ファイル内の機器タグに更新することはできません。
この場合，プロジェクトデータベースの機器タグを手動で変更して，再度この登録作業を実施してください。

● 確認ダイアログ
フィールド無線用コンフィグレータでプロビジョニング情報を登録する際，<Device	
Provisioning>画面（確認ダイアログ）が表示されます。

図B1-6  確認ダイアログ
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確認ダイアログは，フィールド無線用コンフィグレータのメイン画面の右ペインにネッ
トワーク情報を表示した状態で「Devices」タブのページを開き，ツールバーの [Load	
Devices	List] ボタンを押して，読込むプロビジョニング情報ファイルを選択して開いたと
きに表示されます。
以下は，図 B1-6 の「DEV_001」，「DEV_002」，「DEV_003	*」の例で説明します。

確認ダイアログの画面右側の「Newer	Devices」欄には，プロビジョニング情報ファイル
内のプロビジョニング情報をプロジェクトデータベースに登録する機器タグが表示され
ます。
機器タグに “*” が付いている機器タグ（例：DEV_003*）はプロビジョニング情報ファイ
ルには存在していますが，プロジェクトデータベースには該当機器タグが存在しないこ
とを表します。
この場合，機器タグ名の左にあるチェックボックスをチェックした状態で，[OK]」ボタン
を押すと，機器タグとプロビジョニング情報がプロジェクトデータベースに登録されま
す。
“*” が付いていない機器タグ（例：DEV_001）は，プロビジョニング情報ファイルとプロジェ
クトデータベースに該当機器タグが存在することを意味し，機器タグ名の左横のチェッ
クボックスがチェックされた状態で [OK] ボタンを押下すると，プロジェクトデータベー
ス内のプロビジョニング情報が更新されます。

確認ダイアログの画面左側の「Older	Devices」の欄には，プロビジョニング情報ファ
イルとプロジェクトデータベースに該当機器タグが存在することを表しています（例：
DEV_002）。
「Older	Devices」欄に表示された機器については，既に同じプロビジョニング情報をプロ
ジェクトデータベースに登録済みか，あるいは古いプロビジョニング情報を登録しよう
としていることを表します。機器タグのチェックボックスにチェックがない状態で，[OK]
ボタンを押下すると，プロジェクトデータベース内のプロビジョニング情報は更新され
ません。機器タグのチェックボックスをチェックした状態で [OK] ボタンを押下すると，
プロジェクトデータベース内のプロビジョニング情報が更新されます。

下部ペインに機器タグ名とともに "Different	Device	Tag" メッセージが表示されることが
あります。(例：DEV_004) この場合，該当機器タグのプロビジョニング情報はインポー
トされません。これはプロジェクトデータベース内の機器タグとプロビジョニング情報
ファイル内の機器タグが同一 EUI-64 であるにもかかわらず異なっていることを意味して
います。例えば，機器を再プロビジョニングして機器タグを変更し，プロジェクトデー
タベース内における当該機器の機器タグを変更していない場合にこのメッセージが表示
されます。よってこの場合，当該機器に関してプロジェクトデータベース内の機器タグ
とプロビジョニング情報ファイル内の機器タグが一致するように，プロジェクトデータ
ベースの当該機器の機器タグを変更するか，当該機器をプロビジョニングし直してくだ
さい。
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● プロビジョニング情報ファイルの指定方法について
複数のプロビジョニング情報ファイルを同時にプロジェクトデータベースに登録するこ
とができます。全てのプロビジョニング情報ファイルを特定のフォルダーにコピーし，
その全てのファイルを指定してください。
未指定のプロビジョニング情報ファイルがあれば，再度該当プロビジョニング情報ファ
イルを指定して登録してください。この時，既に登録したプロビジョニング情報ファイ
ルを同時に指定しても問題ありません。既に登録したプロビジョニング情報ファイル内
の情報は，確認ダイアログ上の” Older	Devices” に表示されます。
指定された複数のプロビジョニング情報ファイルに同一機器のプロビジョニング情報が
混在した場合，自動で最新の情報が選ばれ，図 B1-6 の確認ダイアログ上にその選ばれた
機器の機器タグが表示されます。
例えば，同一機器に対し，異なる Provisioning	Device からプロビジョニングを実行した
場合，プロビジョニング情報ファイルが複数個作成されます。それら全てのプロビジョ
ニング情報ファイルを指定した場合，フィールド無線用コンフィグレータは，指定され
たプロビジョニング情報ファイルから最新の情報のみを選び，確認ダイアログに表示し
ます。

重要 
【Provisioning	Device が動作する PCの時刻に関する注意事項】
FieldMate	Provisioning	Device	Toolが動作するPC上で，Provisioning	Deviceは無線フィー
ルド機器にプロビジョニングを実行した際，その時刻 (UTC)もプロビジョニング情報ファ
イルに保存します。フィールド無線用コンフィグレータは，その時刻から最新の情報を
選びます。従って，Provisioning	Device が動作する PCの時刻は，PCに設定された使用
する地域のローカルタイムに合わせてご使用ください。

● 登録後のプロビジョニング情報ファイルの保管について
プロビジョニング情報ファイルからプロビジョニング情報をプロジェクトデータベース
に登録した後も，プロビジョニング情報ファイルを大切に保管してください。

重要 
【プロビジョニング情報の登録エラーについて】
ひとつのプロビジョニング情報ファイルに重複する EUI-64 を持つ無線フィールド機器の
情報が存在した場合，プロビジョニング情報の取得は実行されません（プロジェクトデー
タベースに一切の変更はありません）。
複数のプロビジョニング情報ファイルを指定した場合も，その中に一つでも EUI-64 が重
複するファイルが存在すれば，プロビジョニング情報の取得は実行されません（プロジェ
クトデータベースに一切の変更はありません）。
FieldMate	Provisioning	Device	Tool は，一つのプロビジョニング情報ファイルに重複す
る EUI-64 をもつ無線フィールド機器の情報を作成することはありません。
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B1.2.4.2 YFGW710へのダウンロード
プロビジョニング情報を YFGW710 に書き込む場合，フィールド無線用コンフィグレータ
のメイン画面のメニューで「Tools」-「Download」を選択すると，<	Download	Project	
Data	> 画面が表示されます。

図B1-7 Download Project Dataダイアログ

<	Download	Project	Data	> 画面の左側の「Data	to	Download」欄に表示される，ダウンロー
ドされる情報のチェックボックスに自動的にチェックが設定されます
プロジェクトデータベースを作成した後，最初にダウンロードを実行する場合は全項
目のチェックボックスがチェックされています。「Devices」のチェックを外し，[Start	
download] ボタンを押してください。「Connection	Information」欄の「IP	Address」で指
定された YFGW710 にダウンロードが実行されます。なお，YFGW710 へのダウンロード
中に一度だけ YFGW710 が自動リスタートします。
詳細手順は，本書の “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” を参照してくだ
さい。

● 「Devices」のチェックが付いた状態で[Start download]ボタンを押した場合
YFGW710 へのダウンロードが完了し，YFGW710 が自動リスタートした後，チェックの
付いた無線フィールド機器に対しダウンロードを実行します。
ただし，YFGW710 が自動リスタートするため，無線フィールド機器は一旦フィールド無
線ネットワークから離脱します。YFGW710 が自動リスタートした後は，無線フィールド
機器が順次フィールド無線ネットワークに参加し始めます。
フィールド無線用コンフィグレータはダウンロード対象の無線フィールド機器がフィー
ルド無線ネットワークに参加するまで，最大 3分待ちます 3分以内にフィールド無線ネッ
トワークに参加しなかった無線フィールド機器に関しては機器へのダウンロードは実行
されません。
ダウンロードが実行されなかった無線フィールド機器については，チェックボックスが
付いたままとなります。この場合，B1.2.7 節の “■	ダウンロードエラーの対処” を参照し
て対処してください。
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■ YFGW710のIPアドレス変更方法について
既に Ethernet 上に接続された YFGW710 の IP アドレスを変更する場合，フィールド無線
用コンフィグレータから実施してください。ここではその作業方法を記述します。

フィールド無線用コンフィグレータには，2箇所に YFGW710 の IP アドレスの入力欄があ
ります。
1箇所目は，<Download	Project	Data> 画面（図 B1-7）で表示された IP	Address です。
2箇所目は，「Network	Information」タブのページにある「IPv4	Settings」欄の IP	Address
です。（図 B1-8）

FB0108.ai

図B1-8 IPアドレス設定画面

YFGW710 のダウンロードを実行すると，以下の順序で処理されて新しい IPアドレスで立
ち上がり，IPアドレスの変更が完了します。

● <Download Project Data>画面で表示されたIP Address
フィールド無線用コンフィグレータは，<Download	Project	Data> 画面に入力された IP	
Address の YFGW710 に対し，プロジェクトデータベースをダウンロードします。

● 「Network Information」タブのページにある「IPv4 Settings」欄のIP Address
YFGW710 にダウンロードを完了した後 YFGW710 はリスタートし，ここに入力された IP
アドレスで起動します。
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■ 自動チェックについて
プロジェクトデータベースを変更した場合，<Download	Project	Data> 画面上のチェック
ボックスには，修正した内容に応じてダウンロードが必要な情報に自動でチェックが付
きます。チェックは外さずに YFGW710 に書き込んでください。

表B1-11 自動チェックについて

項目
（図 B1-7 参照） 修正内容 備考

IPv4	Settings	
(requires	restart)

(1)「Network	Information」タブの
ページの “IPv4	Settings” の情報
を変更した場合

ダウンロード中に YFGW710
は自動リスタートします。
YFGW710 の IP アドレスを変更
した場合，全機器に対し自動で
ダウンロードが実行されます。
「Devices」を参照してください。

Gateway	
(requires	restart)

(1)	Network	ID を変更した場合
(2)「Network	Information」タブの
ページの “Gateway” の情報を変
更した場合

System	Manger	
(requires	restart)

(1)	Network	ID を変更した場合
(2)「Network	Information」タブ
のページの “System	Manager/
Security	Manager” の情報を変更
した場合

Device	
Provisioning	
(Security	
Manager)

(1)	機器タグ名を変更した場合
(2)	プロビジョニング情報ファイル
からプロビジョニング情報を登
録したことで該当機器の EUI-64，
Join	Key が変更となった場合

(3)	Device	Role を変更した場合

機器の追加，削除，および機器
タグ名，Device	Role を変更し
た場合，プロビジョニング情
報の更新した場合，本情報を
ダウンロードする必要がありま
す。ただし，ダウンロード中に
YFGW710 が自動リスタートする
ことはありません。オンライン
で作業することができます。

Backbone	
Router	(requires	
restart)

(1)	Network	ID を変更した場合	
(2)「Network	Information」タブの
ページの “Backbone	Router” の
情報を変更した場合

ダウンロード中に YFGW710 は
自動リスタートします。

Modbus	
Register	Map	
and	Pub/Sub	
communication

(1)	Load	CF/DDを実行した場合
(2)	＜Edit	Device＞画面の“Sampling	
data” 欄の情報を変更した場合

(3)	Modbus	Register	map を変更し
た場合

ダウンロード中に YFGW710 が
自動リスタートすることはあり
ません。オンラインで作業する
ことができます。ただし，変更
対象となる機器と YFGW710 間
の通信が一旦停止します。Devices (1)「Network	Information」タブの

ページの “IPv4	Settings” の IP ア
ドレス変更した場合	

(2)	Load	CF/DDを実行した場合	
(3)	＜Edit	Device＞画面の“Sampling	
data	” 欄の情報の変更

(4)Device	Role を変更した場合
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B1.2.5 フィールド無線ネットワーク稼動状態確認作業
フィールド無線用コンフィグレータから YFGW710 へのダウンロードが完了すると，プロ
ビジョニング作業が完了している無線フィールド機器が自動的にフィールド無線ネット
ワークに参加します。
無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加すると，PRMから YFGW710
経由でClient/Server通信を使ってフィールド無線ネットワークに参加した機器のパラメー
タ設定・調整をすることが可能となります。
ここでは，無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加しているかどうか，
および YFGW710 と無線フィールド機器間の Client/Server 通信が可能かどうかを確認す
る手順を説明します。

B1.2.5.1 無線フィールド機器の無線ネットワーク参加の確認
フィールド無線用管理ツールのメイン画面のメニュー「View」	-	「Devices」を選択して，
「Devices」タブのページを開きます。
該当無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加している場合，「Devices」
タブのページ	に機器タグ，EUI-64 などの情報が表示されます。
操作手順については，本書の “パート C　C3. フィールド無線用管理ツール” を参照して
ください。

■ 機器タグの確認
「Devices」タブのページに表示されている機器タグが正しいかどうかを確認してください。

● 「Devices」タブのページに表示されるVendor IDとModel IDについて
Vendor	ID やModel	ID は無線フィールド機器に実装される通信スタックのベンダの IDで
す。

● 「Devices」タブのページに無線フィールド機器の情報が表示されるまでの所要時
間
該当無線フィールド機器が，フィールド無線ネットワークに参加してからフィールド無
線用管理ツールに表示されるまで，最大で 30分かかる場合があります。

■ 機器状態の確認
「Devices」タブのページに表示されている該当機器の「Device	Status」が “FULL_JOIN”
であることを確認してください。

● Device Statusに表示されるステータスについて
Device	Status に表示されるステータスは，“FULL_JOIN” のみです。機器が正常にフィー
ルド無線ネットワークに参加したことを表します。

■ Device Roleの確認
当該無線フィールド機器のDevice	Role がフィールド無線用コンフィグレータで指定した
Device	Role と一致していることを確認してください。なおネットワークがスター型ネッ
トワークの場合には，フィールド無線用コンフィグレータで設定したDevice	Role と異な
るDevice	Roleで機器が稼動していることがあります。詳細はB1.2.2.5を参照してください。
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B1.2.5.2 YFGW710と無線フィールド機器間のClient/Server通信の確認
無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加すると，YFGW710 と無線
フィールド機器間でClient/Server 通信が可能となります。

■ Client/Server通信の確認
フィールド無線用管理ツールから無線フィールド機器のパラメータを参照し，正しくデー
タが参照できれば，Client/Server 通信が可能であることを意味します。
操作手順は，本書の “パートC		C3. フィールド無線用管理ツール” を参照してください。

以下は，無線フィールド機器の IDENT_NUMBER の情報をアクセスする場合の指定方法
です。無線フィールド機器のパラメータ，およびアドレス（TSAP	ID,	Object	ID,	Attribute	
ID）については機器のユーザーズマニュアルを参照してください。EJXおよび YTAの場合
TSAP	ID は「2」としてください。

図B1-9 Read Object Attribute

■ IDENT_NUMBERの参照
ISA100.11a フィールド無線をサポートした全ての機器は，必ず IDENT_NUMBER をサポー
トしています。（IDENT_NUMBER の実装位置は，TSAP	ID=2,	Object	ID=1,	Attribute	ID=64
です。）IDENT_NUMBER は次の情報を持ちます。

表B1-12 IDENT_NUMBER

パラメータ名 型 意味
Vendor	ID U32 機器ベンダを意味する ID。

横河電機の場合，00594543 になります。
Model	ID U16 機器種別を意味します。

EJXの場合，000Cとなります。
Device	Revision U16 機器のデバイスレビジョンです。

EJXの場合，0001（2010 年 8月時点）以上となります。
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B1.2.6 無線フィールド機器パラメータの調整・設定作業
フィールド無線ネットワークに参加した無線フィールド機器のパラメータ設定 ･調整作
業を，PRMから YFGW710 を経由して行います。
詳細手順は PRMのユーザーズマニュアル *1 を参照してください。
なお，本作業は後述する「プロセスデータ通信定義のダウンロード作業」と順不同で実
施することが可能です。

*1：	 PRMのユーザーズマニュアル
	 IM	33Y05Q10-11　統合機器管理	リファレンス
	 IM	33Y05Q12-11　統合機器管理	インストール手順

重要 
横河電機製のホストシステムが稼動中の場合は，PRMから無線フィールド機器のパラ
メータの設定・調整作業を実施してください。
横河電機製のホストシステムが稼働していない場合，もしくは，横河電機製のシステム
以外に接続の場合には，FieldMate を使用してパラメータの設定・調整作業を実施する
ことが可能です。

B1.2.7 プロセスデータ通信定義のダウンロード作業
B1.2.2.5 章で記述したプロセスデータ通信の定義を無線フィールド機器にダウンロードし
ます。手順の詳細は，本書の “パート C		C2. フィールド無線用コンフィグレータ” を参照
してください。
なお，この作業は前述の作業 “B1.2.6	無線フィールド機器パラメータの設定・調整作業”
と順不同で実施することができます。

■ プロセスデータ通信定義のダウンロード
プロセスデータ通信定義を無線フィールド機器にダウンロードすると，機器と YFGW710
間で表 B1-9 に指定した情報に従って，プロセスデータ通信が開始されます。
ダウンロードが完了しプロセスデータ通信が行われるまで，横河電機製ホストシステム
のHMI 上には，当該機器について IOPが表示されます。

■ ダウンロードエラーの対処
機器にプロセスデータ通信定義をダウンロードする途中にダウンロードエラーが発生し
た場合には，次の原因が考えられます。
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● 機器タグの不一致
フィールド無線用コンフィグレータから，機器にプロセスデータ通信定義をダウンロー
ドする場合，プロジェクトデータベース内に登録された機器タグとプロビジョニング作
業で機器に設定されている機器タグが一致しない場合，下記のメッセージを表示してダ
ウンロードを中止します。
	 <	機器タグ 1>	Device	Tag	is	not	correct	!		< 機器タグ 2>	is	assigned.
	 機器タグ 1：プロジェクトデータベース内に登録された機器タグ名
	 機器タグ 2：実際に機器に設定されている機器タグ名

この場合，プロジェクトデータベースの機器タグを変更するか，もしくは再度プロビジョ
ニング作業を実施して，無線フィールド機器に機器タグを再度設定してください。なお
再プロビジョニングを実行した場合，もう一度プロビジョニング情報をプロジェクトデー
タベースに登録し，YFGW710 に書き込む必要があります。

● CFの不一致
フィールド無線ネットワークのオフラインエンジニアリング時に使用したCFが，当該機
器のものと一致していない場合にダウンロードエラーが発生します。
下記の方法で使用したCFが正しいかどうか確認してください。
・	 図 B1-7 で示した <Download	Project	Data> 画面にて，「Verify	vendor	and	model	
before	downloading	to	device」を指定する

・	 ダウンロードを実行する
「Verify	vendor	and	model	before	downloading	to	device」を指定すると，フィールド
無線用コンフィグレータはプロセスデータ通信定義をダウンロードする前に，機器の
IDENT_NUMBER 内の Vendor	ID とModel	ID を取得し，CFの Vendor	ID，Model	ID と比較
します。一致しない場合，下記のメッセージを表示してダウンロードを中止します。
	 <機器タグ名>	IDENT_NUMBER	is	not	correct!	VendorID=0x00594543，
	 	ModelID=0x000C，	DeviceRev=1
	 機器タグ名：プロジェクトデータベース内に登録された機器タグ名
	 Vendor	ID：機器ベンダ（横河電機は 0x00594543）
	 Model	ID：機器タイプ（EJXは	0x000C）

この場合，機器ベンダに Vendor	ID/Model	ID/Device	Revision を伝え，機器の情報と一致
するCFを入手します。入手後，フィールド無線用コンフィグレータで新しいCFに入れ
替えて，プロセスデータ通信の再定義を行います。また必要に応じてModbus	Register	マッ
プの再定義も行ってください。

● <Download Project Data>画面にある"Verify vendor and model before 
downloading to device"のチェックを外してダウンロードを開始し，途中でタイ
ムアウトが発生した場合は以下のメッセージが表示されます。
DEV001	download	failed	due	to	EUI64	write	ObjectAttributeIndexAndSize	Array	configured	
NG	due	to	timeout!!　(Device	TAG	が DEV001 の場合 )
ダウンロード中に上記のメッセージが表示された場合，3	分ほど待ってからフィールド無
線用コンフィグレータで該当機器に再度ダウンロードを実行してください。
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● <Download Project Data>画面にある"Verify vendor and model before 
downloading to device"のチェックを入れてダウンロードを開始し，途中でタイ
ムアウトが発生した場合は以下のメッセージが表示されます。ただし，FWCのダ
ウンロード開始と，機器の無線ネットワークへの参加のタイミングによって以下
のメッセージのいずれかが表示されます。
DEV001	download	failed	due	to	EUI64	read	IDENT_NUMBER	configured	NG	due	to	timeout!!	
または
DEV001	download	failed	due	to	EUI64	read	IDENT_NUMBER	configured	NG	due	to	App	
(-33)-server	inaccessible	for	unbuffered	request!!
ダウンロード中に上記のメッセージが表示された場合，3	分ほど待ってからフィールド無
線用コンフィグレータで該当機器に再度ダウンロードを実行してください。

● 上記以外
上記の対処を実行しても，まだエラーが発生する場合，横河電機の担当部署にご相談く
ださい。

■ プロセスデータ通信の確認
フィールド無線用管理ツールの「Readings」	タブのページから，プロセスデータ通信が行
われているかどうかを確認することができます。
「Readings」タブのページには，YFGW710 が無線フィールド機器から受信した最後のプ
ロセスデータとその時刻が表示されます。
[Search] ボタンを押下して，Timestampの時刻が更新されていれば，無線フィールド機
器から YFGW710 に対し正しくデータが転送されていることになります。
操作手順については，本書の “パート C		C3.	フィールド無線用管理ツール” を参照してく
ださい。

● 「Readings」 タブのページに表示されるパラメータについて
プロセスデータ通信の定義で「Sampling	Parameters」欄に定義されたパラメータが
「Readings」	タブのページに表示されます。
「Sampling	Parameters」欄に何も設定が行われていない場合，「Readings」タブのページ
に値は表示されません。
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● データステータス一覧
データステータス付データを「Sampling	Parameters」欄に割り付けた場合，データステー
タスも「Readings」タブのページに表示されます。
下記にデータステータスの一覧を示します。

表B1-13 データステータス

Quality Substatus
Code

Not 
Limited

Low 
Limited

High 
Limited Constant

Bad 0

Non-specific 0 0x00 0x01 0x02 0x03
Configuration	Error 1 0x04 0x05 0x06 0x07
Device	Failure 3 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
Sensor	Failure 4 0x10 0x11 0x12 0x13
Out	of	Service 7 0x1C 0x1D 0x1E 0x1B

Uncertain 1
Non	-specific 0 0x40 0x41 0x42 0x43
Sensor	Conversion	
not	Accurate

4 0x50 0x51 0x52 0x53

Good 2 Non-specific 0 0x80 0x81 0x82 0x83

データステータスがGood（0x80-0x83）の場合，機能のブロック（例えばAI）は正しく
動作していることを表します。
Bad，もしくはUncertain の場合は，機器が正常に動作していないことを表します。

・	 Bad-Out	of	Service の場合は，該当ブロックがO/S モードになっています。PRMから
該当ブロックのモードをAUTOに変更してください。

・	 Bad-Configuration	Error の場合は，機器の調整，設定が正しく行われていないことを
意味します。PRMを使って再度機器の調整，設定を行ってください。

・	 Bad-Device	Failure/Bad-Sensor	Failure は機器が故障していることを意味します。機器
ベンダに問い合わせてください。

・	 Bad-Non-specific	/	Uncertain の場合は，機器のユーザーズマニュアルを参照するか，
機器ベンダに問い合わせてください。

● 「Readings」タブのページに値が表示されるまで
YFGW710 や無線フィールド機器にダウンロードを実行した直後，もしくは機器がフィー
ルド無線ネットワークに参加した直後は，機器と YFGW710 間でプロセスデータ通信が開
始されるまでに最大で 15分かかることがあります。
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B1.2.8 制御システムのエンジニアリング
フィールド無線ネットワークと制御システムを接続し，制御システムは無線フィールド
機器のプロセスデータにアクセスすることができます。
各制御システムのエンジニアリングのユーザーズマニュアルを参照してください。

■ Modbus Register マップのエクスポートについて
フィールド無線用コンフィグレータでModbus	Register	マップの割付を実施した場合，そ
れをCSVファイルにエクスポートし，システムのエンジニアリングに活用することがで
きます。エクスポートする方法は，本書の “パートC		C2.	フィールド無線用コンフィグレー
タ” を参照してください。

エクスポートファイルには次の情報が含まれます。
・	 Format	Rev：1固定です
・	 Project	Name：プロジェクト名
・	 IPv4：YFGW710 の IP アドレス
・	 Device	Tag：機器タグ名
・	 TSAP	ID：Modbus	Register	マップに設定されたパラメータが存在する無線フィールド
機器内のエリア情報です。0xF0B2 固定です。

・	 Object	Name：当該パラメータが存在するObject（ブロック）の名称です。
・	 Object	ID：当該パラメータが存在するObject（ブロック）の IDです。当該ブロック
の IDは使用する無線フィールド機器のユーザーズマニュアルを参照してください。

・	 Parameter	Name：当該パラメータ名
・	 Attribute	ID：当該パラメータの IDです。当該パラメータの IDは使用する無線フィー
ルド機器のユーザーズマニュアルを参照してください。

・	 Attr	ID：0固定です。
・	 Data	Type：当該パラメータのデータ型を意味する番号です。

表B1-14 Data Type

Data Type 種別 番号 サイズ 例
Unsigned32 0x07 4	Bytes DIAG_STATUS
Process	control	value	and	status	of	analog 0x41 5	Bytes PV
Process	control	value	and	status	for	binary 0x42 2	Bytes PV_B

・	 Start	Input	Register	Number：該当パラメータが割り付けられた register の番号。
	 0 から 65535 です。
・	 Input	Register	Size：該当パラメータが割り付けられたサイズ（word 単位です。）
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B1.3 応用編
B1.2 章で説明した基本編をもとに，次の作業を行う手順を説明します。
・	 無線フィールド機器メンテナンス作業
・	 ネットワーク構築作業
・	 システムを拡張する場合の作業

B1.3.1 無線フィールド機器メンテナンス作業
ここでは，YFGW710 および無線フィールド機器メンテナンス作業のうち，下記の作業に
ついて説明します。
・	 無線フィールド機器の交換作業
・	 YFGW710 の交換作業
・	 PRMでのデバイスパトロール

B1.3.1.1 無線フィールド機器の交換作業

■ 同一Vendor ID，同一Model ID，かつ同一Device Revisionの機器に交換
以下の手順で交換します。
1.	新しい無線フィールド機器のプロビジョニング作業（本書 B1.2.3.2 節）
2.	無線フィールド機器をプラントサイトに設置
3.	 YFGW710 へのダウンロード作業（本書 B1.2.4 節）
4.	フィールド無線ネットワーク稼動状態確認作業（本書 B1.2.5 節）
5.	無線フィールド機器パラメータの調整・設定作業（本書 B1.2.6 節）
6.	プロセスデータ通信定義のダウンロード作業（本書 B1.2.7 章）

補足 この作業では，無線ネットワークで稼動している他の無線フィールド機器のプロセスデータ通信，および制
御システムとの通信に影響することはありません。従って，横河電機製制御システムのHMI 上で他の無線
フィールド機器のプロセスデータのステータスが BADや IOPになることはありません。

■ 同一Vendor ID，同一Model ID，異なるDevice Revisionの機器に交換
最初に交換前の無線フィールド機器のCFが，交換する無線フィールド機器に適用できる
かどうかを機器ベンダに確認する必要があります。
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● CFが新しい機器に適用可能な場合
適用できる場合，「同一 Vendor	ID，同一Model	ID，かつ同一Device	Revision の機器に交換」
の項で説明した作業手順を実行します。

● CFが適用不可能な場合
新しい機器に対応するCFに入れ替えて，再エンジニアリングする必要があります。
以下の手順で新しい機器に交換します。

1.	新しい機器に対応するCFの読み込み（本書 B1.2.2.4 節）
2.	ユーザアプリケーションのエンジニアリング（本書 B1.2.2.5 節）
3.	無線フィールド機器のプロビジョニング作業（本書 B1.2.3.2 節）
4.	無線フィールド機器のプラントサイトへの設置
5.	 YFGW710 へのダウンロード作業（本書 B1.2.4 節）
6.	フィールド無線ネットワーク稼動状態確認作業（本書 B1.2.5 節）
7.	無線フィールド機器パラメータの調整・設定作業（本書 B1.2.6 節）
8.	プロセスデータ通信定義のダウンロード作業（本書 B1.2.7 節）
9.	制御システムのエンジニアリング（本書 B1.2.8 節）

CFの読み込み作業を行うと，再度ユーザアプリケーションのエンジニアリング（Device	
Role の定義，プロセスデータ通信の定義，必要に応じてModbus	Register	マップの定義）
を行う必要があります。
Modbus	Register	マップを再エンジニアリングした場合，制御システムのエンジニアリン
グにも影響します。制御システムのユーザーズマニュアルに従い再エンジニアリングし
てください。

補足 この作業では，他の無線フィールド機器のプロセスデータ通信，および制御システムとの通信に影響するこ
とはありません。つまり横河電機製制御システムのHMI 上で，他の無線フィールド機器のプロセスデータ
が BADや IOPになることはありません。

■ 同一Vendor IDの異なるModel IDの機器に交換する場合
前項「同一 Vendor	ID，同一Model	ID，異なるDevice	Revision の機器に交換」の「CFが
適用不可能な場合」の作業手順を実行します。

■ 異なるVendor IDの機器に交換する場合
前項「同一 Vendor	ID，同一Model	ID，異なるDevice	Revision の機器に交換」の「CFが
適用不可能な場合」の作業手順を実行します。
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B1.3.1.2 YFGW710の交換作業
以下の手順で交換します。
1.	 YFGW710 の設定作業（本書 B1.2.3.1 節）
2.	 YFGW710 をプラントサイトに設置
3.	 YFGW710 へのダウンロード作業（本書 B1.2.4.2 章）
4.	フィールド無線ネットワーク稼動状態確認作業（本書 B1.2.5 章）
5.	プロセスデータ通信の確認（本書 B1.2.7 章）

● 注意事項
・	 YFGW710 へのダウンロード作業で，本書 “B1.2.4.1	プロビジョニング情報のプロジェ
クトデータベースへの登録” に示す作業は不要です。

・	 交換前の YFGW710 の電源がオフになっていることを確認して交換作業を実施してく
ださい。交換前の YFGW710 が稼動している場合，新しい YFGW710 の無線電波と交
換前の YFGW710 の無線電波が競合し，正しく交換作業が行えません。

・	 新しい YFGW710 へのダウンロード後は，YFGW710 がリスタートします。全ての無
線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加するまでに 30分程度かかる
可能性があります。

・	 フィールド無線ネットワークに参加した無線フィールド機器は，自動的にプロセス
データ通信を開始しますので，本書 “B1.2.7　プロセスデータ通信定義のダウンロード”
の作業は不要です。

・	 正しくプロセスデータ通信を開始しているかどうかを確認するために，本書 “B1.2.7	
プロセスデータ通信定義のダウンロード作業” の “■	プロセスデータ通信の確認” 項
目の作業を実施することを推奨します。プロセスデータ通信が正しく開始されるま
で，横河電機製制御システムのHMI では IOPが表示されます。
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B1.3.1.3 無線フィールド機器の状態監視
PRMのデバイスパトロール機能を使って無線フィールド機器の状態監視を行うことがで
きます。
デバイスパトロール機能の詳細，設定方法については PRMのユーザーズマニュアルを参
照してください。
ISA100.11a フィールド無線をサポートした無線フィールド機器は，下記のパラメータを
デバイスパトロールの対象とすることで機器の状態監視をします。

パラメータ名	 ：	 DIAG_STATUS
データ型	 ：	 Unsigned32
アドレス	 ：	 TSAP	ID	=	2,	Object	ID	=	1,	Attribute	ID	=	67

表B1-15 DIAG_STATUSの内容

ビット 内容
Bit31(MSB) F:	Failure	status
Bit30 C:	Function	check	status
Bit29 O:	Out	of	specification	status
Bit28 M:	Maintenance	required	status
Bit27 Faults	in	electronics
Bit26 Faults	in	sensor	or	actuator	element
Bit25 Installation,	calibration	problem
Bit24 Out	of	service
Bit23 Outside	sensor	limits
Bit22 Environmental	conditions	out	of	device	specification
Bit21 Fault	prediction:	Maintenance	required
Bit20 Power	is	critical	low:	maintenance	need	short-term
Bit19 Power	is	low:	maintenance	need	mid-term
Bit18 Software	update	incomplete
Bit17 Simulation	is	active
Bit16-Bit8 reserved	for	Baseline	Device	Profile
Bit7-Bit01 vendor	specific	area
Bit00 Detail	information	available

1:	available
0:	no	available
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B1.3.2 ネットワーク構築作業
フィールド無線ネットワークの構築作業の概要を説明します。
・	 ルーティング機器の設定
・	 時刻同期（NTPサーバとの接続）

B1.3.2.1 Device Roleの設定
ここでは，本書 “B1.2.2.5	ユーザアプリケーションのエンジニアリング” の “Device	Role”
の項目で説明した無線フィールド機器のDevice	Role を，無線通信環境を改善するため変
更することを想定して説明します。

■ ルーティング機器とIO機器
ルーティング機能を持つ無線フィールド機器をルーティング機器（Routing	Device）と呼
びます。またそれとは別に伝送器など入出力機能を持つ無線フィールド機器を IO機器（IO	
Device）といいます。
YFGW710 と IO 機器の間の電波状況が不安定，あるいは遠距離，障害物などにより電波
が遮断されている場合などは，YFGW710 と IO	機器の間にルーティング機器を設置して，
YFGW710 と IO機器間の電波状況を改善することが必要になります。
従って，稼動後の現場の無線環境を改善するために，無線フィールド機器を現場に設置
した状態で機器のDevice	Role を追加・変更する場合が考えられます。

Gateway

Routing Device

IO Device

Routing Device

IO Device

IO Device

IO Device
FB0110.ai

図B1-10 ルーティング機器とIO機器
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■ Device Roleの種類
既に説明したように，無線フィールド機器には次の種類があります。
i.	 ルーティング機能のみをサポートした無線フィールド機器（ルーティング機器，パ
ラメータ表示は “Router”）

ii.	 IO 機能のみをサポートした無線フィールド機器（IO機器，パラメータ表示は “IO”）
iii.	ルーティング機能と IO機能の両方をサポートしており，いずれか一方，もしくは両
方の役割を同時に動作させることができる無線フィールド機器

ここでは，iii の無線フィールド機器のDevice	Role をエンジニアリングする作業を説明し
ます。

補足 現在は，ルーティング機能のみをサポートした無線フィールド機器は存在しません。従って，ルーティング
機能を使用する場合，iii の無線フィールド機器を使用する必要があります。横河電機から提供する EJX，お
よび YTAは iii に属する無線フィールド機器です。

■ Device Role設定の手順
無線フィールド機器のDevice	Role の設定は，以下の手順で行います。
1.	無線フィールド機器のDevice	Role を決めます。
2.	本書		“B1.2.2.5	ユーザアプリケーションのエンジニアリング」の「■	Device	Role	の定
	 義」の項目の説明に従って，フィールド無線用コンフィグレータの	<Edit	Device>	画
	 面上の「Device	Role」で当該機器の	Device	Role	を選択します。
3.	フィールド無線用コンフィグレータから，YFGW710	および当該無線フィールド機器
に情報をダウンロードします。ダウンロード中は，当該無線フィールド機器の再起
動が発生し，一時的にフィールド無線ネットワークから離脱します。

4.	ダウンロード完了後，フィールド無線用管理ツールを起動して，「Devices」タブのペー
ジを開きます。

5. 数分後，当該無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加したことを
フィールド無線用管理ツールの「Devices」タブのページで確認し，同画面から機器
のDevice	Role が指定した役割になっていることを確認します。

重要 
無線フィールド機器のルーティング機能を使用する場合，ネットワークトポロジーが
メッシュ型ネットワークである必要があります。スター型ネットワークの場合は本手順
を実行してもルーティング機能を使用することはできません。
ネットワークトポロジーを変更する場合は YFGW710 をリスタートする必要があります。
メッシュ型ネットワークの変更については B1.2.2.5 章，YFGW710 へのダウンロードにつ
いては B1.2.4.2 章を参照してください。
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FB0111.ai

図B1-11 Device Roleの設定画面

● Device Role変更に関わる注意事項
・	 メッシュ型ネットワークの場合は，本作業が他の無線フィールド機器のプロセスデー
タ通信，および制御システムとの通信に影響することはありません。つまり横河電機
製制御システムのHMI 上で他の無線フィールド機器のプロセスデータが BADや IOP
になることはありません。

・	 ダウンロード実行中，自動的に当該無線フィールド機器のリスタートが発生します。
・	 無線フィールド機器のDevice	Role を “Router” から “IO+Router” もしくは “IO” に
変更した場合，本書 “B1.2.2.5	ユーザアプリケーションのエンジニアリング” の “プ
ロセスデータ通信の定義”，および必要に応じて “Modbus	Register	マップの定義” を
行ってください。

・	 機器の Device	Role を “IO+Router” とした場合，機器のバッテリー消費は Device	
Role を “IO”，もしくは “Router” のみとした場合に比べ速くなります。
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B1.3.2.2 時刻同期（NTPサーバとの接続）
YFGW710 と NTPサーバを接続して，フィールド無線ネットワーク内の無線フィールド機
器の時刻同期を行うことができます。
NTP サーバを接続しない場合，フィールド無線ネットワーク内の時間は YFGW710 が
保持している時間で動作します。NTP サーバを接続しなくても無線フィールド機器と
YFGW710 とのプロセスデータ通信は正常に行われます。

ISA100.11a 無線システムと上位システムを含めた全体の時刻同期が必要な場合にはNTP
サーバをご使用ください。接続する場合は当社サービス担当にご相談ください。

B1.3.3 システム拡張
ここでは，次の事項について記述します。
・	 OPCサーバとの接続
・	 複数フィールド無線ネットワークの構築
・	 セキュリティ

B1.3.3.1 OPCサーバの接続
OPC サーバと YFGW710 を接続して，OPC	Client から無線フィールド機器のパラメータ
をアクセスすることができます。詳細はフィールド無線用OPC	サーバ	リファレンス（IM	
33M20S32-40）を参照してください。
フィールド無線用OPC	サーバ	リファレンスに説明されているように，OPCサーバがアク
セスする YFGW710 の次の情報を “fwopcgw.csv” ファイルに設定する必要があります。
・	 YFGW710 ホスト名
・	 IP アドレス
・	 ネットワーク ID

● YFGW710ホスト名
YFGW710ホスト名は，OPCサーバとOPCクライアント間で使用される名称であり，フィー
ルド無線用コンフィグレータで表示される Gateway の Device	Tag，System	Manager/
Security	Manager の Device	Tag，および Backbone	Router の Device	Tag とは関係があり
ません。
フィールド無線用コンフィグレータで表示される Gateway の Device	Tag，System	
Manager/Security	Manager の Device	Tag，および Backbone	Router の Device	Tag を変更
しても，“fwopcgw.csv” ファイルを変更する必要はありません。

● IPアドレスの変更
フィールド無線用コンフィグレータで，IPアドレスを変更した場合は，“fwopcgw.csv” に
記述された IP アドレスを変更してください。変更後はOPCサーバをリスタートしてくだ
さい。

● ネットワークID
フィールド無線用コンフィグレータで，ネットワーク IDを変更した場合は，“fwopcgw.
csv” に記述されたネットワーク IDも変更してください。変更後はOPCサーバをリスター
トしてください。
なお，ネットワーク IDを変更した場合，全ての無線フィールド機器のプロビジョニング
作業が再度必要となります。



IM 01W01F01-01JA

B1-42	 	 ＜ B1.		エンジニアリング＞

B1.3.3.2 複数フィールド無線ネットワークの構築
複数のフィールド無線ネットワークを構築する際には，以下の事項に注意してエンジニ
アリング作業を行います。

-IP Address 192.168.0.101
-Subnet mask 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.1

Field Wireless network
Network ID: 102

Field Wireless network
Network ID: 101

-IP Address 192.168.0.103
-Subnet mask 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.1

-IP Address 192.168.0.102
-Subnet mask 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.1

Field Wireless network
Network ID: 100

Gateway Gateway Gateway

PV PV PV

FB0112.ai

図B1-12 複数フィールド無線ネットワーク

● ネットワークID
複数のフィールド無線ネットワークを構築する場合，ネットワーク IDは，それぞれのネッ
トワークごとにユニークとなるように設計してください。

● Ethernet接続のためのネットワークパラメータの設定
複数のフィールド無線ネットワークを構築する場合，それぞれのネットワーク内に一つ
の YFGW710 が必要となります。
それぞれの YFGW710 を同一 Ethernet 上に接続する場合，IP アドレスが重複しないよう
設計してください。IPアドレスが重複した場合，その重複した YFGW710 だけでなく，同
一の Ethernet 上に接続される全ての YFGW710，PC，制御システムの通信が正常に行え
なくなります。

● プロジェクトデータベース
ひとつのプロジェクトデータベースに，複数のフィールド無線ネットワークのエンジニ
アリング情報を保存することができます。あるいは，フィールド無線ネットワークごとに，
プロジェクトデータベースを作成することも可能です。
本書では，一つのプロジェクトデータベース内に複数のフィールド無線ネットワークの
エンジニアリング情報を作成することを推奨します。
フィールド無線用コンフィグレータでは，同一プロジェクトに重複するネットワーク ID
が作成できない仕様になっており，ネットワーク IDの重複を防ぐことができます。また，
一つのプロジェクトファイルで管理できるため，バックアップ作業が簡単になります。
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B1.3.3.3 セキュリティ
近年，生産制御システム製品においてもOSや通信プロトコルにオープンな技術が採用さ
れてきており，コンピュータウィルスやサイバーテロの脅威にさらされる可能性があり
ます。
プラントや工場を安定／安全に操業するためには，生産制御システムを安全な状態に保
ち，生産活動に関連する資産を保護することが不可欠です。

フィールド無線システムは，メッセージの機密性（暗号化，認証，アクセス制御），メッセー
ジの完全性，ネットワークの可用性など，生産現場の安全と情報セキュリティを確保す
る高い信頼性を持っています。
ネットワーク形態は，スター型ネットワークとメッシュ型ネットワークに対応し，周波
数ホッピング技術などと合わせて，他の無線機器との電波干渉や設置環境における電波
障害等の通信障害の影響を緩和する仕組みが考慮されています。

セキュリティをどこまで強固にするべきかの考え方，システム構成，システムの重要度
およびセキュリティにかけるコストなどは，ユーザごとに異なります。
ユーザによっては，独自のセキュリティポリシーを持ち，システム構築段階からセキュ
リティ対策を考慮されているケースもあります。基本的には，フィールド無線を導入し
た制御システムもユーザのセキュリティポリシーに従う必要があります。

横河電機のシステム製品全般としてのセキュリティの考え方は，TI	33Y01B30-01	（システ
ム製品セキュリティ対策基準）に記載されています。

ここでは，上記 TI の “システム製品セキュリティ対策基準” を参考に，CENTUMシステ
ムに ISA100.11a フィールド無線ネットワークを接続させる場合を例として，セキュリ
ティを向上させるためにはどのようなネットワーク構成にすべきか，ファイアーウォー
ル (Firewall) などどのような機材が必要となるか，どのような設定を行うべきかについて
説明します。
これらを参考にして，ユーザのセキュリティポリシーに従い，必要に応じてファイアー
ウォールなどの設置を行ってください。表B1-16にフィールド無線システムにおいてファ
イアーウォールで通過させる通信のポート番号を記載しています。
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(1) 全体的な考え方
セキュリティ対策を実施することで守るべき対象は，CENTUMシステムと YFGW710 や
無線フィールド機器の両方です。
可用性，完全性，機密性の優先順位を考慮しながら，次のような観点でセキュリティの
確保を検討する必要があります。

●	 外部からのネットワーク経由でシステムへ侵入されないこと。
●	 フィールド無線側から，CENTUMの権限を持たない人がCENTUMシステムへ侵入で
きないこと。

●	 逆に CENTUM側から，フィールド無線の権限を持たない人がフィールド無線側に侵
入できないこと。

●	 CENTUM側，フィールド無線側で発生したネットワーク障害などが双方に影響を与
えないこと。

セキュリティを向上させるために，以下の具体的な方法があります。
●	 セキュリティゾーンの設定
　•	 共通のセキュリティ要件と一様なセキュリティレベルが与えられる単位をセ
キュリティゾーンと定義し，異なるセキュリティゾーンを階層化する。

●	 多層防御
　•	 セキュリティゾーン間のネットワーク境界のセキュリティ

	 ネットワークセグメンテーション
	 ファイアーウォール (Firewall) によるセグメント間のアクセス制御

　•	 セキュリティゾーン内のネットワークセキュリティ
　•	 PC の要塞化

	 CENUTMにおける IT セキュリティ設定
	 	 アクセスコントロール
	 	 Personal	Firewall
	 	 不要なWindows サービスの停止
	 	 IT 環境の設定変更
	 Windows	セキュリティパッチ管理
	 アンチウィルスソフト

●	 ワークグループ管理，ドメイン管理
●	 グループポリシーの設定
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(2) セキュリティを考慮したシステム構成例
CENTUMシステムで無線フィールド機器を扱うシステムを構築する上でセキュリティを
考慮した場合の構成例を示します。

■ 基本的な方策
●	 ネットワークアーキテクチャをセキュリティレベルごとに階層構造とし，セキュリ
ティ上，分離が必要な階層間をファイアーウォールやDMZでセグメンテーションす
る。

●	 Control	Network は，制御システム用とフィールド無線用で完全に分離する。
●	 YFGW710 と PC間にはスイッチを設置し，アクセスコントロールを実施する。
●	 Wide	Area	Universal	Field	Network に接続する部分には，システム側および YFGW710
側の両方にファイアーウォールを設置し，IP-VPNを構築する。

●	 全 PCには，YOKOGAWAシステム製品用の IT セキュリティ設定を実施する。

■ さらにセキュリティを高めるための追加方策
●	 同じセキュリティレベルであっても，制御システム用とフィールド無線用のネット
ワークを分離し，それぞれのネットワーク間にファイアーウォールを設置する。（水
平方向）

●	 全ての階層間にファイアーウォールを設置する。（垂直方向）
●	 サーバとクライアントを同一 PCに共存させず明確に別 PCに分離する。
●	 PRMフィールド通信サーバはCENTUM用とフィールド無線用を別 PCに分離する。
●	 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も別 PCとする。
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■ セキュリティを重視したシステム構成例

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

Level 0

DMZ

⑥

⑤

④

②①

③

EJX YTA

OUT

IN

Firewall

OPC
Client

PRM
Client

Process Information Network
(Ethernet or Vnet/IP BUS2)

Process Information Network 
for Field Wireless (Ethernet)

Control Network
for Field Wireless (Ethernet)

CENTUM VP

ISA100 Gateway
(YFGW710)

Wireless Network
(ISA100.11a)

UTP or Optical cable

HIS/ENG

PRM
Field Comm Server
for CENTUM GSGW

OUTIN

Firewall

Field Comm Server
for Wireless

PRM

OPC
Server

Firewall

OUT

IN

OUT

IN
OUT

IN

OUT

IN

FWC FWMT

FirewallFirewall

Firewall

FCS

ACL
L3 Switch

Local Field Network
(Ethernet)

Control Network
(Vnet or Vnet/IP)

10BASE-T
ALE111

Wide-area Universal
Field Network

IP-VPN

EJX YTA

ISA100 Gateway
(YFGW710)Wireless Network

(ISA100.11a)

FB0113.ai

( 注 )：FWCはフィールド無線用コンフィグレータを，FWMTはフィールド無線用管理ツールを示します。

図B1-13 セキュリティを重視したシステム構成例
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①～⑥はそれぞれファイアーウォール (Firewall) を表しています。フィールド無線に関連
するファイアーウォールは，①～⑤です。

①：YFGW710	と	FCS（ALE111）間の Firewall	（Modbus/TCP 通信のみ通過）
②：YFGW710	とフィールド無線用コンフィグレータ・管理ツール，OPCサーバ，PRM，
NTPサーバとの通信を通過させる Firewall

③と④：IP-VPN を Firewall 間で構築し，Wide-area	Universal	Field	Network を経由して，
YFGW710 とフィールド無線用コンフィグレータ・管理ツール，OPCサーバ，PRM，
NTPサーバとの通信を通過させる

⑤：CENTUM	GSGW・PRMサーバと，フィールド無線用OPCサーバ・PRMフィールド通
信サーバ間の Firewall で，CENTUM側と YFGW710 間にDMZが構築される

図 B1-13 の，①～⑤の Firewall で通過させる通信のポート番号を以下に記述します。

表B1-16 Firewallを通過させるポート番号

Firewall ポート番号 目的 備考
① 502/TCP Modbus/TCP YFGW710 と FCS 間
②
③
④

4902/TCP YFGW710 独自プ
ロトコル

YFGW710 とフィールド無線用ツール・OPC
サーバ・PRM通信サーバ（commDTM）間

80/TCP フィールド無
線用ツールと
YFGW710 間で使
用

YFGW710 とフィールド無線用ツール間

123/UDP NTP 時刻同期 YFGW710 と NTPサーバ間
⑤ 135/TCP

20500/TCP～
20550/TCP

OPC通信で使用 フィールド無線用OPCサーバとGSGW間
PRMフィールド通信サーバと PRMサーバ間
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■ コスト・利便性を考慮したシステム構成例
セキュリティを強化すればするほど，利便性が低下し，システムコストもアップします。
リスク分析を行いある程度バランスを考慮することも重要です。
例えば，小規模なシステムでローカルに接続される無線フィールド機器にセキュリティ
上のリスクが低いと判断できるような場合に，以下のような構成を選択することも可能
です。ただし，この場合のセキュリティ強度としては前述の構成よりも低くなっています。

●	 YFGW710	と	FCS 間の	Firewall が不要。
●	 OPCサーバとGSGWを 1台の PCに同居させる。
●	 PRM全コンポーネントを 1台の PCに同居させる。
●	 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を 1台の PCに同
居させる。

Level 4
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Level 2

Level 1

Level 0

EJX YTA

OUT
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Firewall

Process Information Network
(Ethernet or Vnet/IP BUS2)

Control Network
for Field Wireless (Ethernet)

CENTUM VP

ISA100 Gateway
(YFGW710)

Wireless Network
(ISA100.11a)

UTP or Optical cable

HIS/ENG

PRM Client &
PRM Server &

Field Comm. Server
GSGW
+

OPC Server

Firewall

OUT

IN

OUT

IN

FWC & FWMT

Firewall

FCS

ACL
L3 Switch

Local Field Network
(Ethernet)

Control Network
(Vnet or Vnet/IP)

ALE111

Wide-area Universal
Field Network

IP-VPN

EJX YTA

ISA100 Gateway
(YFGW710)Wireless Network

(ISA100.11a)
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図B1-14 セキュリティ・コスト・可用性を考慮したシステム構成例
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B2. システムメンテナンス
本章では，プラント稼働中に発生するフィールド無線システムの異常の検知，および，
その復旧のための原因特定の作業内容を説明します。

B2.1 アラーム
フィールド無線ネットワークに関連する部分で発生する異常は，各コンポーネントで検
知され，アラームとして通知されます。

■ 検知可能な異常
次の異常が検知できます。

●	 制御ステーションと YFGW710 間の Ethernet 経路異常
●	 YFGW710 の異常
●	 YFGW710 と無線フィールド機器間の無線経路の異常
●	 無線フィールド機器の異常

■ アラームの種類
検知された異常は，プロセスアラーム・システムアラームとして，制御システムに通知
されます。
PRMに，機器アラームとして通知されるものもがあります。

アラーム種別
異常 プロセスアラーム システムアラーム 機器アラーム

制御ステーションと
YFGW710 間の経路異常

○ ○

YFGW710 の異常 ○ ○
YFGW710 と機器間の

経路異常
○ ○

機器の異常 ○ ○ ○
○：当該アラームが通知される。
無印：当該アラームは通知されない。
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B2.2 原因特定と復旧作業
制御システムに表示されたプロセスアラーム，システムアラーム，および，PRMに表示
された機器アラームに対して，原因を特定するための作業手順と，復旧作業を説明します。
原因を特定するために，フィールド無線用管理ツールを使用します。

プロセスアラーム発生

FWMT：フィールド無線用管理ツール
GW：YFGW710
BBR：Backbone Router
SM：System Manager

FWMT
から該当GWにアク
セスできるか？

当該機器
のシステムアラー
ムが同時に発生して

いるか？

機器の
バッテリー残量は

十分か？

該当
GWが Fail し

たことを意味するシ
ステムアラームが同時
に発生してい
るか？

同一
Network ID に

存在する全ての機器に
ついて，システムアラー
ムが同時に発生し
ているか？

FWMTから
該当GWにアクセスでき

るか？

FWMT
上で，フィー
ルド無線ネット

ワークに参加している機
器が 1台以上表示される

か？（ただし
GW/BBR/SMは

除く）

フィールド無線ネットワーク
が不安定と思われます。
横河電機にご相談ください。

制御システムとGW間の
経路異常の可能性がりま
す。配線の断線，HUBの
故障など，経路の確認を
行ってください。

FWMTと GW間の経路異
常の可能性がります。配
線の断線，HUBの故障な
ど，経路の確認を行って
ください。

ゲートウェイが故障して
いる可能性があります。
ゲートウェイを交換して
ください。

ゲートウェイが故障して
いる可能性があります。
ゲートウェイを交換して
ください。

機器異常です。
機器ベンダーにお問い合
わせください。

バッテリーを交換して
ください。

プロセス異常です。
プロセスデータの上下
限値などを確認してく
ださい。

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

（注 1）

（注 2）

（注 4）（注 3）

（注 5）

（注 6）

FB0201.ai

図B2-1 原因特定と復旧作業手順
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注 1.	YFGW710 が異常を示すシステムアラームが発生した場合，同時に該当 YFGW710 に
接続される全ての機器のプロセスデータについて，プロセスアラームが表示されま
す。

注 2.	YFGW710 の故障なのか，経路異常なのかを判断するためにフィールド無線用管理
ツールで YFGW710 にアクセスしてください。

注 3.	ある特定のルーティング機器 (Routing	Device) に接続される全ての機器のプロセス
データにプロセスアラームが発生している場合，そのルーティング機器が異常であ
ると考えられます。（同時に該当ルーティング機器，および，そのルーティング機器
に接続される全ての機器のシステムアラームも発生していると考えられます。）

	 この場合，バッテリーを交換してください。
	 バッテリーを交換しても復旧しない場合は，そのルーティング機器自身を交換して
ください。ルーティング機器自身の交換でも復旧しない場合は，機器が設置された
周辺のフィールド無線ネットワーク状況が不安定の可能性があります。横河電機に
ご相談ください。

	 なお，フィールド無線用管理ツールの「Network	Topology」タブのページからルーティ
ング機器に接続される機器を特定することができます。

ルーティング 機器

ルーティング 機器

FB0202.ai

図B2-2 

注 4.	フィールド無線用管理ツールを使ってプロセスデータのデータステータスを確認し
てください。

	 データステータスが” Good” の場合，制御システム側の問題となります。制御シ
ステムのユーザーズマニュアルを参照してください。プロセスデータの上下限値の
チェックで制御システムが異常を検知した等の可能性が考えられます。

注 5.	PRM上で，機器の異常を示す機器アラームが表示されていないかどうかも確認して
ください。

注 6.	フィールド無線の品質劣化が考えられます。横河電機にご相談ください。



IM 01W01F01-01JA

C1-1	 	 ＜ C1.		付属ソフトウェアの動作環境・条件＞

C1． 付属ソフトウェアの動作環境・条件
YFGW710 に付属するDVD-ROMには以下の内容が含まれています。
それぞれのインストール方法などについては，本書の対応する各項を参照してください。
・	フィールド無線用コンフィグレータ	(Field	Wireless	Configurator)	
参照先：C2．フィールド無線用コンフィグレータ

・	フィールド無線用管理ツール	(Field	Wireless	Management	Tool)	
参照先：C3．フィールド無線用管理ツール

フィールド無線用コンフィグレータ (Field	Wireless	Configurator)，およびフィールド無線
用管理ツール (Field	Wireless	Management	Tool) は，次の仕様の汎用PC（IBM	PC/AT互換機）
上で動作します。

■ 推奨システム要件

● オペレーティングシステム
Windows	7	Professional	Edition	(32bit/64bit）	
Windows	Vista	Business	Edition	Service	Pack	2	以降（32bit）	
Windows	XP	Professional	Service	Pack	3	以降	（32bit）	
Windows	Server	2008	Enterprise	Service	Pack	2	以降	(32bit/64bit）	
Windows	Server	2008	Enterprise	R2	(64bit）	
言語：日本語版，英語版

● ハードウェアの要件
表C1-1 ハードウェアの要件

項目 Windows 7/2008R2 Windows Vista/2008 Windows XP
プロセッサ Intel	Core2Duo	相当以上 Intel	Pentium4	2.8GHz

相当以上
メモリ 2GB以上 1GB以上
ハードディスク 32GB以上の空き領域 40GB以上

（15GB以上の空き領域）
20GB以上
（15GB以上の空き領域）

ディスプレイ 1024	x	768　High	color,	32bit
通信ポート Ethernet 通信ポート

● その他の要件
上記 2つのソフトウェアは，同一の PC上に共存できます。
ただし，横河電機のシステム製品（DCS，SCADA，機器管理ツール他）がインストール
された PCには，インストールできません。
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■ 付属ソフトウェア製品について
●	 YFGW710の付属ソフトウェアをインストールする前に，印刷されたユーザーズマニュ
アルの IM	01W01F01-11JA “はじめにお読みください” に含まれる，YFGW710 付属ソ
フトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。

●	 本ソフトウェアは，YFGW710 に接続してフィールド無線ネットワークの設定・管理
に使用するコンピュータにインストールしてご使用ください。

補足 Windows	Server	2008	R2 に付属ソフトウェアをインストールする場合，あらかじめ Microsoft	.NET	
Framework	3.5	Service	Pack	1 が有効になっていることを確認してください。本補足では，Windows	Server	
2008	R2 においてMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack	1 が有効になっていることを確認する手順，お
よびMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack	1 を有効にする手順を説明します。

スタートメニューから [コントロールパネル ]をクリックし，コントロールパネルを表示してください。
[プログラム ]をクリックしてください。

FC0101.ai

(1-ControlPanel_Jpn.png)
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[ プログラムと機能 ]をクリックしてください。

FC0102.ai

(2-Programs_Jpn.png)

[Windows	の機能の有効化または無効化 ]をクリックしてください。

FC0103.ai

(3-ProgramsAndFeatures_Jpn.png)
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[ 機能 ] をクリックしてください。

FC0104.ai

(4-ServerManager_Jpn.png)

[ 機能の追加 ]をクリックしてください。

FC0105.ai

(5-Features_Jpn.png)
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[.NET	Framework	3.5.1	の機能 ]の [+] ボタンをクリックし，ツリーを展開してください。
“.NET	Framework	3.5.1	( インストールされています )” と表示され，” .NET	Framework	3.5.1” にチェックが入っ
ていれば，お使いのWindows	Server	2008	R2 はMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack	1 が有効となって
います。

FC0106.ai

(6-AddFeaturesWizard_Installed_Jpn.png)

“.NET	Framework	3.5.1” にチェックがついている場合，以下の操作は不要です。[キャンセル ]ボタンをクリッ
クしてウィザードを終了してください。引き続き "C2.2.2	インストール手順 "または "C3.3.2	インストール手
順 "を参照して，フィールド無線用コンフィグレータまたはフィールド無線用管理ツールのインストールを
行ってください。

“.NET	Framework	3.5.1” にチェックがついていない場合，お使いのWindows	Server	2008	R2 はMicrosoft	.NET	
Framework	3.5	Service	Pack	1 が無効となっています。以下の手順に従って有効にしてください。
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[.NET	Framework	3.5.1] にチェックをつけ，[次へ ]をクリックしてください。

FC0107.ai

(6-AddFeaturesWizard_NotInstalled_Jpn.png)

[ インストール ]をクリックしてください。

FC0108.ai

(7- インストールオプションの確認 _Jpn.png)
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Microsoft	.NET	3.5	Service	Pack	1 のインストールが開始されます。インストール完了後，[閉じる ]をクリッ
クしてウィザードを終了してください。再起動を要求された場合，指示にしたがってオペレーティングシス
テムを再起動してください。

(8- インストールしています _Jpn.png)

引き続き"C2.2.2	インストール手順"または"C3.3.2	インストール手順"を参照してフィールド無線用コンフィ
グレータまたはフィールド無線用管理ツールのインストールを行ってください。
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C2． フィールド無線用コンフィグレータ

C2.1 はじめに

C2.1.1 本書の目的と対象
この章は，フィールド無線用コンフィグレータ (Field	Wireless	Configurator) の使用方法を
説明しています。（以降の文書中では，ソフトウェア名を和文名で表記します。）
本書は，フィールド無線ネットワークと無線フィールド機器を設定する権限を持ったユー
ザを対象としています。

C2.1.2 機能概要
フィールド無線用コンフィグレータは，YFGW710フィールド無線用一体形ゲートウｪイ（以
降，YFGW710 と表記）を無線ネットワークの中核として持つ，フィールド無線ネットワー
クを構築するための設定に使用します。
フィールド無線コンフィグレータで，プロジェクトにフィールド無線ネットワークの構
成情報を作成し，フィールド無線ネットワークを構成する機器に必要な各種機能の設定
を行います。プロジェクト画面は，YFGW710 と接続しない状態（オフライン）で構成・
編集し，全体あるいは，その変更部分を対象である YFGW710 とネットワークに参加する
無線フィールド機器へダウンロードします。
また，プロジェクトには，プロセスデータやステータスデータをホストシステムや上位
の機器へModbus/TCP 通信で伝送するために，Modbus レジスタにデータ割り当ても行
います。
YFGW710 に登録される無線フィールド機器のプロビジョニングデータは，FieldMate と
連携して動作する FieldMate	Provisioning	Device	Tool で機器に設定したデータをファイル
に出力し，このソフトウェアで読み込んで設定します。プロビジョニング (Provisioning)
とは，無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに参加するために必要なセキュ
リティ情報とネットワーク情報を設定する作業です。
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C2.2 インストール

C2.2.1 動作環境
フィールド無線用コンフィグレータをインストールする PCの動作環境が，本書の “C1.	
附属ソフトウェアの動作環境・条件” に示す PC動作環境の要件を満たすことが必要です。

C2.2.2 インストール手順
フィールド無線用コンフィグレータをインストールするためには管理者権限が必要です。
フィールド無線用コンフィグレータをインストールする前に，Microsoft	.NET	framework	
3.5	Service	Pack	1 が PC にインストールされている必要があります。Microsoft	.NET	
Framework	3.5	Service	Pack	1 がインストールされていない場合，下記補足にしたがって
Microsoft	.NET	Framework	Service	Pack	1 をインストールしてください。
オペレーティングシステムがWindows	Server	2008	R2 の場合，"C.1	付属ソフトウェアの
動作環境・条件 "の [ 補足 ] にしたがってMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack	1 が
有効になっていることを確認してください。
なお，古いバージョンのフィールド無線用コンフィグレータがすでにインストールされ
ている場合，下記と同じ手順で上書きインストールすることにより新しいバージョンと
なります。

フィールド無線用コンフィグレータのインストール手順または旧バージョンからのアッ
プデート手順は次のとおりです。
DVD-ROMを PCにセットし，エクスプローラで以下のフォルダに移動します。

<DVD-ROMのドライブ>	¥Field	Wireless	Configurator

フォルダ内の "setup.exe" を実行して，ウィザードの指示に従ってインストールしてくだ
さい。

図C2-1
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補足 Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 がインストールされていない場合，"setup.exe" の実行後に
Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 のインストーラが起動します。Microsoft の使用許諾契約に同意
したのち，Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 のインストールが開始します。
インストール終了後に続いてフィールド無線用コンフィグレータのインストーラが起動しますので，ウィ
ザードの指示にしたがってフィールド無線用コンフィグレータをインストールしてください。

[Next] ボタンをクリックし，次の手順に進みます。下記のダイアログボックスが表示され
ます。

図C2-2

推奨するインストール場所を以下に示します。	

C:¥Yokogawa¥FieldWireless¥FieldWirelessConfigurator

インストール場所を変更したい場合は，[Browse] ボタンをクリックしてインストール場
所を選択してください。
次に，フィールド無線用コンフィグレータの使用を PC上の全ユーザ (Everyone) に許すか，
自分だけ（Just	me) に限るかを選択してください。

補足 新しいバージョンへ上書きインストールする場合，フィールド無線用コンフィグレータの使用を PC上の全
ユーザ (Everyone) に許すか，自分だけ (Just	me) に限るかを選択するとき，次の 2点にご注意ください。以
前のバージョンと異なった選択でインストールすると，
1.	 デスクトップ上に同じアイコンが追加されることがあります。
2.	 コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」(Windows	XP の場合 )もしくは「プログラムと機能」
(Windows	Vista，Windows	7，Windows	Server	2008，およびWindows	Server	2008	R2 の場合 )に，古い
バージョンのフィールド無線用コンフィグレータが残ることがあります。

上記について，そのままお使いいただいてもフィールド無線用コンフィグレータの動作に影響はありません。
また，重複したアイコンを削除したりコントロールパネル上から古いバージョンをアンインストールしたり
しても，新しいバージョンのフィールド無線用コンフィグレータ，およびこれまでに作成されたプロジェク
トデータや各種設定情報に影響はありません。
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[Next] ボタンをクリックし，次の手順に進みます。下記のダイアログボックスが表示され
ます。

図C2-3 

[Next] ボタンをクリックするとインストールを開始します。インストールが終了すると ,	
下記のダイアログボックスが表示されます。

図C2-4 

[Close] ボタンをクリックすると，インストール	ウィザードを終了します。



IM 01W01F01-01JA

C2-5	 	 ＜ C2.		フィールド無線用コンフィグレータ＞

C2.3 フィールド無線用コンフィグレータの使い方

C2.3.1 認証
フィールド無線用コンフィグレータにアクセスするために，ユーザはログイン画面に有
効な認証情報を入力してログインしてください。

図C2-5 

管理者の権限を持つユーザに対するデフォルトの認証情報は，以下の通りです。
User	name：	admin
Password：	!admin

認証と同時に，認証されたユーザの権限によってアプリケーションの機能を使用するこ
とができます。ユーザ権限の詳しい情報に関しては，C2.3.5 節 “ユーザ” を参照してくだ
さい。
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C2.3.2 メイン画面
メイン画面は，フィールド無線用コンフィグレータを開始すると表示される基本画面で
す。この画面から他のアプリケーション画面に展開します。

以下にその構成要素を示します。
	 様々なプロジェクトやユーザ管理操作を伴うファイル (File) メニューとツール (Tools)
メニュー，およびヘルプ (Help) メニューの３つのメニューがあります。	

	 ツールバーボタン	 	は，以下のよく使用するメニューオプション
をショートカットにしてあります。新規プロジェクト（New	Project），プロジェクト
を開く（Open	Project），プロジェクトを保存（Save	Project），名前を付けて保存 (Save	
Project	As または Save	for	Other	Plants)，エラーチェック（Error	Check），ダウンロー
ド（Download），およびオプション（Options）です。

	 プロジェクトを開いた時の左ペインのプロジェクトセクションは，サイズ変更可能領
域です。ツリー形式でネットワーク（Networks），ダウンロードステータス（Download	
Status），ダウンロード履歴（Download	History），およびプロジェクトログ（Project	
log）を表します。	

	 また，右ペインのセクションデータもサイズ変更可能領域で，選択するセクション
やオプションに従ってデータが表示されます。

図C2-6 
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C2.3.3 プロジェクトの取扱い
フィールド無線ネットワークは，1台の YFGW710 と複数台の無線フィールド機器から構
成されます。
フィールド無線用コンフィグレータでは，１つもしくは複数のフィールド無線ネットワー
クを１つのプロジェクトとして取り扱うことができます。フィールド無線用コンフィグ
レータでは，オフラインおよび YFGW710 と接続してオンラインでの操作が可能です。

C2.3.3.1 プロジェクト操作
メイン画面の「File」メニューには，プロジェクトで実行できる共通の操作があります。
プロジェクトの作成，保存，以前保存したプロジェクトを開く，プロジェクトのバックアッ
プおよび復元，プロジェクトを閉じる操作です。	

図C2-7

■ プロジェクトを作成する
プロジェクトを作成するには ,	「File」メニューの「New	Project」あるいは，ツールバーの [
] ボタンをクリックしてください。空のネットワーク画面が開き，プロジェクトにネット
ワークを加えることができます。	

■ 既存のプロジェクトを開く
以前保存したプロジェクトを開くには，「File」メニューで「Open	Project」か，ツールバー
の [ ] ボタンをクリックしてください。　
選択したオプション画面内に<Open	Yep	File…>画面が開きます。ここで，開きたいプロ
ジェクトを選択し，[Open] をクリックしてください。

補足 フィールド無線用コンフィグレータでは，一度に一つのアクティブプロジェクトが動作します。現在使用中
のプロジェクトの変更を保存しないと，システムは新プロジェクトを開く前に保存を促します。
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■ プロジェクトを保存する
プロジェクト，または，プロジェクトの変更を保存するには，「File」メニューで「Save	
Project」か，ツールバーの [ ] ボタンをクリックしてください。初めてファイルを保存
すると，既に選択したオプション画面に<Save	Yep	File…>画面が開きます。[Save] をク
リックしてプロジェクトを保存してください。
違う名前でプロジェクトを保存するには，目的に応じて以下のいずれかを選択してくだ
さい。
・	「File」メニューで「Save	Project	As」または [ ] ボタンをクリック
	 現在開いているプロジェクトを，違う名前で保存します。プロジェクトの構成，ログ，
機器への現在のダウンロード状態などがそのまま保存されます。現在の作業状態の
バックアップなどに使用してください。

・	「File」メニューで「Save	for	Other	Plants」または [ ] ボタンをクリック
	 現在開いているプロジェクトを，違う名前で保存します。プロジェクトの構成を保存
し，ログおよび機器への現在のダウンロード状態などは初期化されます。現在のプ
ロジェクトを元にして，異なるプラントへ適用または拡張する場合などに使用して
ください。既に選択したオプション画面に指定したデフォルトロケーションで<Save	
Yep	File…>画面が開きます。

	 プロジェクトに新しい名前をつけて，[Save] をクリックしてください。プロジェクト
が保存されます。

■ プロジェクトを閉じる/アプリケーションを終了する
プロジェクトを閉じるには，「File」メニューで「Close	Project」をクリックしてください。
プロジェクトに保存されていない変更があった場合，ポップアップメッセージが表示さ
れてプロジェクトを閉じる前に保存するかどうかを尋ねます。
プロジェクトを閉じてもメイン画面は閉じません。ウィンドウを閉じる（アプリケーショ
ンを終了する）には，「File」メニューで [Exit] か，または，メイン画面の右上角の [ ]
をクリックしてください。

■プロジェクトのバックアップ
現在開いているプロジェクトを，CFDDフォルダおよびエクスポートフォルダ内のファイ
ルとともにまとめてバックアップすることができます。
プロジェクトをバックアップするには，「File」メニューで「Backup」をクリックして
ください。既に選択したオプション画面に指定したデフォルトロケーションで <Save	
YEPBACKUP	As...> 画面が開きます。バックアップファイル名は，デフォルトでバックアッ
プ実行時の日時に基づいた名前が設定されます。必要に応じて新しい名前をつけ，[Save]
をクリックしてください。プロジェクトファイル，CFDDおよびエクスポートフォルダ内
のファイルがまとめてバックアップされます。

■プロジェクトの復元
既にバックアップされたプロジェクト，CFDDフォルダおよびエクスポートフォルダ内の
ファイルを復元します。
プロジェクトを復元するには，「File」メニューで「Restore」をクリックしてください。
既に選択したオプション画面に指定したデフォルトロケーションへ，プロジェクトファ
イル，CFDDフォルダおよびエクスポートフォルダ内のファイルが復元されます。
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C2.3.3.2 プロジェクトのプロパティ
プロジェクトのプロパティを開くと次の手順でプロジェクトのコメントを入力すること
ができます。
1.	「File」メニューで「Properties」をクリックしてください。	
2.	 プロジェクト作成日時と最後に修正した日時を示す<Project	Properties> 画面が開き
ます。

3.	 Project	description 欄にプロジェクトの内容を記入した後，[OK] をクリックしてデー
タを保存し画面を閉じてください。

図C2-8
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C2.3.3.3 オプション
「Tools」メニューで「Options」を選択するか，ツールバーで [ ] ボタンをクリックして，
<Options> 画面を開いてください。画面を使って，システム全体のオプションを設定す
ることができます。

画面は，以下に示すように二つのセクションから構成されます。
ファイル（File	Options）オプション欄に，以下のファイルのデフォルトの場所を定義
します。
　•	 プロジェクトファイル用デフォルトフォルダ：プロジェクトを開くか，または保
存するとき使われるデフォルトパス

　•	 CF/DDファイル用デフォルトフォルダ：CF/DDファイルを保存するためのデフォ
ルトパス

　•	 エクスポートファイル用デフォルトフォルダ：エクスポートファイルを保存する
ためのデフォルトパス

Default	Values 欄は，新しいネットワークの作成時に使われるデフォルト値を示します。
値を編集するには，編集したいデフォルト値セルをクリックして新しい値を入力してく
ださい。

図C2-9

[OK] ボタンを押すと，設定は保存され画面が閉じます。
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C2.3.3.4 プロジェクトの作成
プロジェクトを新規作成するには，「File」メニューで「New	Project」をクリックするか，
またはツールバーの [ ] ボタンをクリックしてください。

■ ネットワークの追加
ネットワークを追加するには，プロジェクトセクションツリーのネットワークノードを
選択し，右ペインのセクションデータ領域のツールバーの [ ] ボタンをクリックしてく
ださい。	新しいネットワークが，ネットワークツリーに追加されて設定の編集ができる
ようになります。	
操作を繰り返すことによって希望するネットワークを加えることができます。

● ネットワーク情報(Network Information)タブのページ
プロジェクトセクションツリーにネットワークを加えるか，またはネットワーク ID
（Network	ID）を選択すると，セクションデータ領域に「Network	Information」タブ
のページが表示されます。セクションデータ領域は，次の３つのタブであるNetwork	
Information，Devices，およびModbus	configuration から成ります。
「Network	Information」タブのページでは，ネットワークとその主要構成要素で
YFGW710 に内蔵される機能のゲートウェイ（Gateway），システムマネージャ (System	
Manager)，セキュリティマネージャ (Security	Manager)，およびバックボーンルータ
(Backbone	Router) の情報を管理することができ，以下の項目があります。
•	 Network	Information：ネットワーク IDを示し，選択したネットワークのカスタム内
容を記述できます。

•	 IPv4		Setting：IP アドレス等の接続情報を設定します。
•	 Gateway：ゲートウェイ部のタグを設定します。
•	 System	Manager/Security	Manager：システムマネージャのタグ，EUI-64 アドレス，
通信チャネル，ネットワークトポロジー，および通信に関連する設定をします。

•	 Backbone	Router：バックボーンルータのタグ，フィルタビットマスク，およびフィ
ルタ対象 IDを設定します。

図C2-10
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「Network	Information」タブのページを始めて開くと，オプション画面でのデフォルト値
テーブルから読込んだデフォルト値が初期値として設定されています。ネットワーク設
定を変更した場合，[Apply] をクリックして保存してください。
ネットワーク ID（Network	ID）と機器タグ（Device	Tag）はプロジェクトで固有です。以
下に示すように，要素毎に昇順で自動的に作成されます。
•	 Network	ID：デフォルトは 100 から始まる整数です。手動で割り当てる場合のネッ
トワーク IDは 2から 65535 までのいずれかの数値を選ぶことができます。

•	 Gateway：“YFGW-GWxxx”
•	 System	Manager：“YFGW-SYSxxx”
•	 Backbone	Router：“YFGW-BBRxxx”
	 “xxx” は 000 から 999のいずれかの数値です。	
EUI-64 アドレスは，デフォルト値が自動的に記入され読み取り専用として表示されます。
ネットワークトポロジーは，デフォルトで“Star”（スター型ネットワーク）に設定されます。

● 機器(Devices)タブのページ
「Devices」タブのページにメイン画面の左ペインのツリーで選択したネットワーク IDの
機器リストが表示され，これを管理することができます。この画面では，機器を追加，編集，
削除することができます。

図C2-11

1)	 機器の追加（Add	Device）
機器を加えるには，ツールバーの [ ] ボタン	をクリックしてください。<Add	Device>
画面が開き 2つのタブがあります。

A)	機器情報（Device	Information）タブのページ
	 「Device	Information」タグのページの機器タグ（Device	Tag）欄にはデフォルト値
が入力されています。デフォルトの機器タグフォーマットは，“DEV_xxx” です。ここ
で，	xxx	は，0から 999 の間の数値であり，機器が追加されるたびに，自動的に昇順
で割り当てられます。機器を追加する際，機器タグを編集することができます。（図
C2-12）EUI-64，Join	Key，Provisioner	Name，Provisioning	Time 欄は，無効にされて
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いて入力できません。「Load	CF/DD」オプションを使用することで機器情報が自動的
に記入されます。
1.	 [Load	CF/DD] をクリックして，機器に対応するCFファイルをロードしてくださ
い。ファイルには，固有の機器用サンプリングパラメータと追加識別情報が含ま
れます。

2.	 CF ファイルをロードした後，Device	Role(IO，Router または両方 )を選択できる
ようになりますので，Device	Role を設定してください。

図C2-12

B)	サンプリングデータ（Sampling	Data）タブのページ
	 ページの左ペインは選択された機器でサンプリング可能なデータのリストを表示し
ます。右ペインでは，機器から送信したいデータ，および送信周期などのデータ発
信パラメータを設定します。（図C2-13）

	 次の４つのボタンを使用して，Available	Parameters 欄から Sampling	Parameters
欄にデータ発信するパラメータを設定します。これらのボタン	[ ]，[ ]，
[ ]，[ ] で，“選択パラメータを追加する”か，“すべてのパラメータを追加する”
か，あるいは “サンプリングパラメータリストから選択パラメータを取り除く” か，“す
べてのパラメータを取り除くか” の操作ができます。

	 一度パラメータをサンプリングパラメータリストに追加すると，そのパラメータは
Available		Parameters 欄に無効として表示され，再びそれを Sampling	parameters 欄
に追加することはできません。
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図C2-13

•	 1 つ以上のコンセントレータ (Concentrator) オブジェクト (*1) があると，一番目
だけを可能にして他のコンセントレータオブジェクトは右ペインで無効として
表示します。

•	 定義されたコンセントレータオブジェクトがない場合，サンプリングデータを定
義することができません。

•	 Sampling	Parameters 欄からパラメータを削除しようとすると，アプリケーショ
ンはパラメータがModbus 構成登録マップで使用されているかを確認し，使用
されていると Sampling	Parameters 欄からパラメータを削除するために確認を求
めます。

•	 Publication	Period，StaleLimitTime などには，デフォルト値が設定されています。
設定値を変更することが可能ですが，データ更新タイムアウト値 (StaleLimitTime)
が送信周期値 (Publication	Period) より小さい時，エラーメッセージが表示され
ます。

・	 機器のDevice	Role が IOまたは IO+Router の場合，Sampling	Parameters 欄から
すべてのパラメータを削除すると，その機器はデータを Publish しません。

	 (*1)	コンセントレータオブジェクトとは，データ Publish の動作パラメータの集合体を指します。

2つのページにデータをすべて設定し終えたら，「Device	Information」タブのページの最
下部で [ＯＫ ]をクリックし，現在のプロジェクトセッションの変更を保存してください。

2)	 プロビジョニング（Provisioning）情報ファイルの読み込み
プロビジョニング情報ファイルから，プロビジョニング情報（EUI-64，ジョインキーなど）
を読み込みます。プロビジョニング情報ファイルを以下の手順で読み込んでください。
リストを読込むには，以下のステップで実行してください。
1.	「Devices」タブのページでツールバーボタンの [ ] をクリックしてください。
2.	読み込みたいプロビジョニング情報ファイルを指定して，[Open] をクリックしてく
ださい

3.	プロビジョニング情報を読込む時
・	 プロジェクトに同じ機器タグとネットワーク IDを持つファイルが既に存在する

と，更新したい機器を選択するように<Device	Provisioning>画面が示されます。
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［Ok］ボタンを押して読み込みを実行すると，選択された機器の EUI-64 とジョ
インキーが更新されます。（図C2-14）

・	 異なった機器タグとネットワークIDを持つファイルに同じEUI-64が二つあるか，
異なった機器タグを持つプロジェクトに同じ EUI-64 が既に存在していると，全
体のインポートプロセスが中止され，エラーメッセージが表示されます。

・	 機器の登録が無い時は，新しい機器が機器用プロジェクトで作成されます。
・	 ポップアップウィンドウが表示されて作成 /更新した登録件数を知らせます。
・	 プロジェクトデータベース内の当該ネットワークIDに同じEUI-64機器が存在し，

機器タグまたはネットワーク IDが異なっている場合，該当機器はプロビジョニ
ング情報がインポートされません。このとき，該当機器の機器タグおよび異なっ
ている項目が下部ペインに表示されます。

4.	プロビジョニング情報を読み込んだ後，前述のCFファイルを読込んで，各々の機器
の設定を完成してください。

図C2-14

3)	 機器の編集
選択したネットワークで機器を編集するには :
1.	 メイン画面の「Devices」タブのページでは，機器をダブルクリックするか，機器リ
ストで希望の機器を選択して [ ] ボタンをクリックしてください。

2.	 <Edit	Device> 画面が，Device	Information と Sampling	data の 2つのタブで開きます。
3.	希望する欄を編集して，変更を保存するために [OK] をクリックしてください。

補足 非標準サンプリングパラメータあるいはModbus レジスタ定義を持つ機器用に，編集モードでコンフィグ
レーションファイルを読込もうとすると，システムは新しいファイルを読込む前に操作確認を要求します。
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4)	 機器の削除
選択されたネットワークから機器を取り除くには，メイン画面の「Devices」タブのペー
ジで機器を選択して，ツールバーで [ ] ボタンをクリックしてください。
システムは，機器を削除する前に操作確認を要求し，[はい ] をクリックすると機器が削
除され，[いいえ ]をクリックすると操作を中止します。

● Modbus設定（Modbus Configuration）タブのページ
「Modbus	Configration」タブのページでは，プロジェクトセクションツリーで選択したネッ
トワークＩＤ用のModbus	レジスタマップを管理できます。	
タブは３つの欄から成ります :
•	 Available/Sampling	Parameters
•	 Input	Registers
•	 Holding	Registers（この機能は現在無効で，操作できません。）
Available/Sampling	Parameters 欄は，プロジェクトセクションツリーにおいて，選択され
たネットワークの機器のすべてのパラメータリストを表示します。サンプリング用に定
義されたパラメータを太字で表示します。	

図C2-15

レジスタマッピングを定義するには，Available/Sampling	Parameters ツリーからパラメー
タをドラッグし，Input	Registers にドロップしてください。
パラメータに対応するサイズが入力レジスタ領域に割り当てられ，同時に Available/
Sampling	Parameters ツリーの Input	Registers に定義済みのパラメータに，入力レジスタ
の範囲が表示されます。
入力レジスタの領域は，レジスタ番号 0～ 65535 までです。
割り当てられた領域は次のように表示されます。
•	 ブルー：配置されたデータが PV，もしくは PV_B
•	 レッド：配置されたデータがDIAG_STATUS
マッピングの際，レジスタリストが空の時，レジスタは 0( ゼロ ) から割り当てます。リ



IM 01W01F01-01JA

C2-17	 	 ＜ C2.		フィールド無線用コンフィグレータ＞

ストが空でない時，レジスタ番号は最も近い割り当てられた領域に続けてレジスタ番号
を割り当てます。
パラメータがどこに配置されたか確認するために，Available/Sampling	Parameters 欄でパ
ラメータをダブルクリックしてください。右ペインの Input	Registers 欄は，選択された
パラメータのレジスタアドレスに直接ジャンプし，表の最上段に表示します。

特定のパラメータ用のレジスタマッピングを編集するには，以下のステップで実行して
ください。
1.	 <Edit	Modbus	Resister> 画面を開くために，レジスタリストのアイテムをダブルク
リックしてください。

2.	画面では，Sampling	Parameter( の名前 )と Data	size の欄の編集は無効ですが，Start	
Register と End	Register のアドレス欄を編集することができます。

3.	レジスタマッピングを編集するには，Start	Register 欄か End	Register 欄で有効な数を
記入してください。他の編集可能欄は，データサイズに基づいて自動的に設定され
ます。

図C2-16

4.	 [OK] をクリックすると，変更を保存して画面が閉じます。

レジスタを削除するには，レジスタをクリックして PCの「Delete」キーを押してくださ
い。	アプリケーションが操作を確認します。レジスタを削除するには [はい ]をクリック
し，操作を中止するには [いいえ ]をクリックしてください。

Input	Register 欄 をより狭い範囲でレジスタ領域に表示するには，「Modbus	
Configuration」タブのページの最下部に位置する Filtering	Configuration 欄のフィルタを
Enable にしてください。
1.	 Start	Address と End	Address に対応するアドレスを記入してください。
2.	 [Enable	Filter] をクリックしてください。ページには選択したレジスタ領域の定義範
囲だけを表示します。

機器のデータ要素をModbus レジスタにマップするとき，以下のようにModbus レジス
タにマッピングされます。
●	 AI.PV	値を，Modbus レジスタにマップするとき，3ワードが必要になります。

•	 最初のワード：0x00	+	data	status	in	PV
•	 2 番目のワード：data	in	PV	(upper)
•	 3 番目のワード：data	in	PV	(lower)

● BI.PV_B 値を，Modbus レジスタにマップするとき，2ワードが必要になります。
・	 最初のワード：0x00	+	data	status	in	PV_B
・	 2 番目のワード：data	in	PV_B	+	0x00



IM 01W01F01-01JA

C2-18	 	 ＜ C2.		フィールド無線用コンフィグレータ＞

●	 UAPMO.DIAG_STATUS	を，Modbus レジスタにマップするとき，3ワードが必要
になります。
•	 最初のワード：0x00	+	status	(U8)
•	 2 番目のワード：DIAG_STATUS(upper)
•	 3 番目のワード：DIAG_STATUS(lower)

Modbus	構成を変更するため，[Apply	Changes] をクリックしてください。

Modbus構成のエクスポート
レジスタマップを定義した後，ファイルメニューの「Export	Modbus	Registers」オプショ
ンを選択すると，Modbus レジスタ情報を外部ファイルにエクスポートすることができま
す。
データは，次のフォーマットに基づいてデフォルトで指定されたCSVファイルに保存さ
れます。
ProjectName-modbus.csv	( 例：“Project_1-modbus.csv” ).

Modbus	レジスタをエクスポートする場合，プロジェクトは，自動的に保存されます。保
存していない新しいプロジェクトで作業している場合，レジスタ構成をエクスポートす
る前にそれを保存するように入力を促します。

■ ネットワークの編集
ネットワークの編集は，以下のステップで実行します。
1.	以下の操作のどちらかを実行して「Networks」タブのページを開いてください。
　•	 メイン画面の左ペインの「Networks」ツリーでネットワーク ID（Network	ID）
を選択して開きます。

　•	 メイン画面の左ペインのプロジェクトセクションツリーの「Networks」ノード
をクリックしてください。次に，右ペインの一覧表示の該当するネットワーク
IDをダブルクリックします。

2.	「Network	Information」タブのページで希望する変更を実行し，[Apply	Changes] を
クリックしてデータを保存してください。変更は，プロジェクトが開いている限り
アクティブなままですが，ディスクには保存されていない状態です。

■ ネットワークの削除
ネットワークの削除は，以下のステップで実行します。	
1.	 メイン画面の左ペインのプロジェクトセクションツリーの「Networks」ノードをク
リックしてください。

2.	右ペインのネットワーク一覧で，希望のネットワークを選択し，ツールバーの [ ]
ボタンをクリックしてください。

3.	ネットワークを削除する前に，システムは操作を確認します。ネットワークを削除
するとき [はい ]をクリックしてください。操作を中止するときは [いいえ ]をクリッ
クしてください。

補足 ネットワークを削除するときは，すべての機器と関連情報を削除します。
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C2.3.3.5 YFGW710へのプロジェクトデータのダウンロード
プロジェクトデータを次の手順で YFGW710 にダウンロードします。	
1.	 「Tools」メニューで「Download」をクリックするか，ツールバーの[ ]ボタン	をクリッ
クしてください。

2.	 <Download	Project	Data> 画面が開きます。（図C2-17）

図C2-17

	 画面の左ペインでは，まずNetwork	ID を選択してダウンロードするデータの少なく
とも一つの要素を選択してください。また，選択する要素によっては他の要素が自
動的に選択される場合もあります。

	 データがダウンロードされる時に再起動が必要な場合は，情報がリストの各要素に
示されています (たとえば「IPv4	Settings	(requires	restart)」）。再起動が必要かどうか
チェックするとき，以下の規準が考慮されます。
　•	 Ipv4 設定の変更には再起動が必要です。
　•	 システムマネージャ用チャンネルリストの修正には，システムマネージャの再起
動が必要です。

　•	 ゲートウェイ上の機器タグ，サブネット ID，サブネットマスク，ジョインキー
の修正には，ゲートウェイの再起動が必要です。

　•	 バックボーンルータ上の機器タグ，サブネット ID，フィルタビットマスク，フィ
ルタターゲット ID，ジョインキーの修正には，再起動が必要です。

3.	 画面の右側セクションでは，YFGW710 に接続するために，対象の YFGW710 の IP ア
ドレスを指定してください。アプリケーションが，選択されたネットワーク IDに
YFGW710 の IPv4 アドレスを自動的に示します。

4.	 「Perform	error	check	before	downloading」オプションは，デフォルトで有効となっ
ています。ダウンロード時にエラーチェックを実行して，エラーが見つかるとその
内容に応じてダウンロードプロセス全体または一部が中止されます。ダウンロード
時にエラーチェックを実行して，エラーが見つかるとダウンロードプロセスは中止
されます。エラーチェックに関して詳細は，C2.3.3.6	エラーチェックの実行を参照し
てください。

5.	 ダウンロードを開始する前に機器情報（ベンダ ID，モデル ID，機器タグ）を機器か
ら読んでCFファイルの情報と比較するかどうかを指定できます。

6.	 ダウンロードを開始する前に，YFGW710 との接続をテストできます。［test	
Connection］ボタンを押してください。結果を示すポップアップメッセージは，接
続が成功しているかどうか，失敗した場合は接続エラーの理由を示します。

7.	 [Start	Download] を押してください。ポップアップウィンドウがダウンロードを始め
るかどうかを確認します。また，対象要素に再起動が必要であるかを通知しますので，
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続けるなら [はい ] をクリックし，ダウンロードを中止するなら [いいえ ]をクリッ
クしてください。	

8.	 ダウンロードを開始すると，リアルタイムの<Download	Progress> 画面が開き実時
間のダウンロード進捗のレポートを表示します。

	 この画面で，以下のことが実行できます。
　•	 [Cancel] をクリックすることによって，確認時にダウンロード動作を取り消しま
す。ダウンロードが終了している場合，キャンセルボタンは表示されません。

　•	 以下のデフォルトで指定されたファイル名でファイルにリポートを保存します。	
ProjectName_NetworkID_CurrentDate	(mmddyy)	
	 ( 例：Project_1-36-021110.dl.log” )

図C2-18

9.	 ダウンロード前に保存していないプロジェクトで作業していれば，プロジェクトを
保存するように入力が促されます。
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■ ダウンロード時のネットワークの動作
<Download	Project	Data> 画面でそれぞれのダウンロードオプションを選択・実行した際
に，ネットワークで発生する挙動を以下の項で説明します。

● IPv4 設定（IPv4 Settings）
<Download	Project	Data> 画面で「IPv4	Settings」チェックボックスを選択すると，“IP	ア
ドレス”，“サブネットマスク”，“デフォルトゲートウェイ” と “NTP サーバ IP アドレス”
の設定が YFGW710 に送信されます。最後のダウンロード操作から値を変更した場合は，
チェックボックスがデフォルトで選択されます。
設定が YFGW710 に適用された後，再起動指示が送信されます。結果として，YFGW710
上で動作するすべてのアプリケーションもまた再起動されます。ダウンロードの期間中，
フィールド無線用コンフィグレータは 15秒間隔で YFGW710 に再接続しようとします。
接続が成功すると，ダウンロードは残っている項目を続行します。ダウンロードタイム
アウト時間が経過すると，ダウンロードプロセスは中止されます。	ダウンロードタイム
アウトタイマは，YFGW710 との操作が成功した後にリセットされます。ダウンロードタ
イムアウトタイマの値は，<Options> 画面で編集することができます。
YFGW710 が回復するまで，フィールド無線用OPCサーバ，Modbus クライアント，フィー
ルド無線用管理ツールは，YFGW710 と無線フィールド機器にアクセスできません。

● ゲートウェイ（Gateway）
<Download	Project	Data> 画面で「Gateway」チェックボックスを選択すると，“機器タグ”
が YFGW710 に送られます。最後のダウンロード操作以降機器タグ値を変更した場合は，
デフォルトでチェックボックスが選択されます。
設定が YFGW710 に適用された後，ゲートウェイアプリケーション再起動指示が送信され
ます。	ゲートウェイアプリケーションが復旧するまで，フィールド無線用OPCサーバは
ネットワークのどの無線フィールド機器にもアクセスできません。ゲートウェイアプリ
ケーションが再起動している間，Modbus クライアントはModbus 構成のデータを取得
できます。フィールド無線用管理ツールは，ゲートウェイアプリケーションが再起動中，
ゲートウェイアプリケーションを除く無線フィールド機器と YFGW710 に関する様々な情
報を表示できます。

● システムマネージャ（System Manager）
<Download	Project	Data> 画面で，「System	Manager」チェックボックスをチェックする
と，“Device	Tag”，“EUI-64”，“Channels”，“Max.	Nodes”，“Max	Latency”，“Max 機器タイ
ムアウト”，“Advertise	Period”，“Join	Links	Period”，"Packet	Error	Rate", および “ネットワー
ク ID” 設定が YFGW710 に送信されます。最後のダウンロード操作以降これらの値を変更
した場合は，デフォルトでチェックボックスがチェックされます。
設定が YFGW710 に適用された後，再起動指示が送信されます	(YFGW710 の再起動時に
生じる情報に関して詳細は	IPv4	設定を参照してください )。YFGW710 が復旧するまで，
フィールド無線用OPCサーバ，	Modbus	クライアント，およびフィールド無線用管理ツー
ルは，YFGW710 と無線フィールド機器にアクセスできません。

● 機器のプロビジョニング（Devices Provisioning）
<Download	Project	Data> 画面で，「Devices	Provisioning」チェックボックスをチェッ
クすると，機器全ての機器の機器情報（EUI-64，Join	Key そして，Device	Role）が
YFGW710 に送信されます。例外として，EUI-64 アドレス設定のない機器情報は
YFGW710 に送信されません。最後のダウンロード操作以降に情報を変更した場合は，デ
フォルトでチェックボックスがチェックされます。	
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このダウンロードでは，変更された部分が適用されるだけで，ゲートウェイやセキュリ
ティマネージャの再起動は発生しません。

● バックボーンルータ（Backbone Router）
<Download	Project	Data> 画面で「Backbone	Router」チェックボックスをチェックすると，
“Device	Tag”，“Filter	Bit	mask”，“Filter	Target	ID” の設定が YFGW710 に送信されます。最
後のダウンロード操作以降，上記の値を変更した場合は，デフォルトでチェックボック
スがチェックされ，“再起動を必要とする” 項目が必ず設定されます。
設定が YFGW710 に適用された後，再起動指示が送信されます（YFGW710 再起動時に生
じる情報に関して詳細は，IPv4 設定の項を参照してください )。

● Modbus Register Map and Pub/Sub Communication
<Download	Project	Data> 画面で「Modbus	Register	Map	and	Pub/Sub	Communication」
チェックボックスをチェックすると，EUI-64	アドレスを設定する全ての機器用の “Modbus	
構成” と “サンプルデータ” 情報が YFGW710 に送信されます。最後のダウンロード操作
以降サンプルデータ，または，Modbus 構成で何らかの変更した場合は，デフォルトで
チェックボックスがチェックされます。Modbusレジスタマップが更新されている間でも，
Modbus クライアントは変更のないModbus 構成のデータを取得できます。

● 機器（Devices）
<Download	Project	Data> 画面のDevices リストで，以下の機器はデフォルトでチェック
されます。
•	 EUI-64 アドレスを設定し設定がまだダウンロードされていない機器
•	 最後のダウンロード以降設定を変更した機器	
機器がフィールド無線ネットワークに参加すると，コンセントレータ設定が機器に送信
されます。次に，CO	Revision は，コンセントレータオブジェクトから読み出され，この
値はモニタリングホスト設定 (YFGW710) に定義されます。
フィールド無線用コンフィグレータ経由で機器のコンセントレータオブジェクトから読
み出されたCO	Revison は，プロジェクトデータベースに保存されます。
フィールド無線用コンフィグレータが機器にデータをダウンロードしている間，フィー
ルド無線用OPCサーバは対象機器を除いて機器にアクセスできます。Modbus クライア
ントは，Modbus構成に関してデータを読込むことができます。フィールド無線用コンフィ
グレータは，対象機器を除いて YFGW710 と機器に関する情報を表示できます。

■ 機器の交換手順
機器を交換する際，ダウンロードを実施するのにはどのデータが必要か以下の項目で説
明します。

● YFGW710交換
YFGW710を交換する場合は，<Download	Project	Data>画面で機器（Devices）のダウンロー
ド以外のチェックボックスを全てチェックしてください。

● 機器交換
機器を交換する場合，プロビジョニング情報ファイルを読み込んでください。（C2.3.3.4
参照）次に <Download	Project	Data> 画面でダウンロード対象「Device」，「Device	
Provisioning」，および「Modbus	Register	Map	and	Pub/Sub	Communication」チェックし
てください。
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C2.3.3.6 エラーチェックの実行 
エラーチェックオプションでプロジェクトデータにエラーがあるかどうかを確認するこ
とができます。
エラーチェックを実施するには
「Tools」ツールメニューで「Error	Check」を選択するか，または，ツールバーで [ ] を
クリックしてください。

YFGW710 のネットワ設定をダウンロードする時，「perform	error	check	before	
downloading」	オプションをチェックしてください。

エラーチェックを開始すると，エラーチェック欄がプロジェクトウィンドウの最下部に
開かれ，プロジェクトログが自動的に選択されます。（図C2-19）

図C2-19

エラーチェック画面は，以下の項目を含んで結果を示します。
•	 Severity：エラーの重大性を度合いで表示（Information，Warning，または Error）
•	 Network：エラーが見つかったネットワークの ID	
•	 Device：エラーが見つかった機器の機器タグ
•	 Entity：エラーが発生した要素
•	 Key：固有の機器のジョインキー
•	 Details：エラーの詳細と可能な修正のヒントを表示
エラーチェック処理の最後に “OK”	が表示された場合は，プロジェクトにエラーはあり
ません。
エラーをダブルクリックすると，プロジェクトセクションとセクションデータ領域の最
初にエラー発生した場所を開きます。エラーチェック領域は開いたまま残っていますの
で，エラー発生箇所を簡単に検出し迅速にそれらを修正できます。
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C2.3.3.7 ダウンロード状態
<Download	Status> 画面は，機器上のダウンロード操作の結果を表示します。
メイン画面左ペインのプロジェクトセクションツリーの「Download	Status」ノードを選
択すると，次の画面が開き以下の情報を表示します。（図C2-20）
•	 Network	ID：機器を含むネットワークの ID
•	 Device	Tag：ダウンロード	対象機器のタグ
•	 The	result	of	Download：ダウンロード結果は，以下のどれかになります。

・ブランク：機器上でダウンロードが実施されなかった場合
・OK：ダウンロードが成功した場合
・NG：ダウンロード中にエラーが発生した場合

•	 Date	and	Time：ダウンロードが実行された日時

図C2-20

表示項目でダブルクリックすると，その固有の表示項目に関して詳細な <Download	
Status> 画面が開きます。

図C2-21

項目のいずれもフィルタリングすることができます。表示項目をフィルタリングするた
めに，一覧表の上にあるドロップダウンリストで項目を選択して，隣接している入力欄
に検索する文字列を記入してください。部分的なフィルタリングには，パラメータの前
に “*” を加えてください。また，希望の項目のヘッダをクリックすると，その項目で情
報を昇順か降順でソートできます。
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C2.3.3.8 ダウンロード履歴
ダウンロード履歴（Download	History）セクションは，プロジェクト上で実施されたダウ
ンロード操作の履歴を表示します。	
メイン画面左ペインのプロジェクトセクションツリーの「Download	History」ノードをク
リックすると，次の画面が開き以下の情報を表示します。（図C2-22）
•	 Timestamp：それぞれのダウンロードの日時
•	 Operation：ダウンロードプロセス中の操作の簡単な説明
•	 Object	Type：ダウンロードが実施された要素
•	 Downloaded	Object：ダウンロードされた値
•	 Download	Status：操作の結果
•	 Logged	User：ダウンロードを実施したユーザ

図C2-22

任意の表示項目をダブルクリックすると，その固有のダウンロード表示項目に関して詳
細な<Download	History> 画面が開きます。

図C2-23

一覧表示項目はいずれの欄でもフィルタリングすることができます。表示項目をフィル
タリングするために，一覧表の上にあるドロップダウンリストで項目を選択し，隣接し
ている入力欄で検索する文字列を記入してください。部分的なフィルタリングには，パ
ラメータの前に “*” を加えてください。また，希望の欄のヘッダをクリックすると，そ
の欄で情報を昇順か降順でソートできます。	
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C2.3.3.9 プロジェクトログ
プロジェクトログ（Project	Log）セクションは，最初のネットワークの作成以降プロジェ
クトデータ上で実施された操作の履歴を表示します。	
プロジェクトセクションツリーの「Project	Log」ノードをクリックすると，画面が開き以
下の情報を表示します。（図C2-24）
•	 Timestamp：操作の日時
•	 Operation	Description：プロジェクトデータ上で実施された操作の簡単な説明
•	 Logged	User：操作を実施したユーザ

図C2-24

表示項目をダブルクリックすると，その個々の表示項目に関して詳細な<Project	Log>画
面が開きます。

図C2-25

表示項目はいずれの欄でもフィルタリングすることができます。表示項目をフィルタリ
ングするために，グリッドの上にあるドロップダウンリストで項目を選択し，隣接して
いる入力欄に検索する文字列を記入してください。部分的なフィルタリングには，パラ
メータの前に “*” を加えてください。また，項目のヘッダをクリックすると，その項目
で情報を昇順か降順でソートできます。	
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C2.3.4 操作手順
この節では，フィールド無線用コンフィグレータで実施する一般的な操作の手順を説明
します。

C2.3.4.1 プロジェクトの修正
1.	 プロジェクト内容の記述を変更するには，メニューから「File」	-	「Project	Properties」
を選択してください。表示された画面で，Project	description 欄にコメントを設定し
て [OK] ボタンを押してください。

2.	 ダウンロード	状態，ダウンロード履歴，プロジェクトログの内容を削除するには，
「File」	-	「Save	for	Other	Plants」を選択してください。表示された画面で，当該のファ
イル名を選び [保存 ]ボタンを押してください。この操作は，最後に修正したプロジェ
クトプロパティの内容も削除します。

3.	 フィールド無線用コンフィグレータのプロジェクトデータの変更に関して，以下に
記述した操作はすべてプロジェクトに影響します。エラーチェックとダウンロード
操作もまたプロジェクトデータに影響します。

補足 「Tools」	-	「User	Accounts」，「Change	Password」，「Options」の下のいずれの作業も	現在開いているプロジェ
クトを変更しません。「File」	-	「Project	Properties」の操作もプロジェクトデータに影響を与えません。

C2.3.4.2 既存のプロジェクトへの機器追加
1.	 フィールド無線用コンフィグレータで作業プロジェクトを開いてください。
2.	 メイン画面の左ペイン ( プロジェクトセクション ) からネットワークツリーの
「Network」を選択しクリックしてください。

3.	 メイン画面の右ペインに表示された画面で，「Devices」タブのページに進んでくださ
い。

4.	 「Devices」タブのページの [ ] ボタンを押すと ;	<Add	Device>画面	が表示されます。
5.	 機器個有の情報であるDevice	Tagを入力してください。EUI-64，Join	Keyはプロビジョ
ニング情報ファイルを読み込むと自動で入力されます（本作業は手順 8の前までに
実施してください）。

6.	 画面の右ペインで [Load	CF/DD] ボタンを押すと，CFファイルをロードできます。こ
の操作の後に，機器に関する情報が更新され，「Sampling	Data」タブで画面に表示さ
れます。サンプリングデータタブに進み，サンプリング可能なパラメータをダブル
クリックするか，[ ],	[ ],	[ ],	[ ]ボタンを使用して選択してください。	

7.	 画面で [OK] ボタンを押してください。
8.	 メニューから「Tools」	-	「Download」に進んでください。<Download	Project	
Data> 画面が表示されます。「Data	to	download」欄のツリーの必要項目がチェック
されます。　機器用の EUI-64	アドレスとジョインキーが設定されていると，左側の
ダウンロードツリーの対応する機器にチェックが付けられます。

9.	 [Start	download] ボタンを押してください。ネットワーク構成の更新が始まり，
<Download	Progress> 画面が表示されます。

10.	 ダウンロードが終了すると [Save	to	file] ボタンが有効になります。



IM 01W01F01-01JA

C2-28	 	 ＜ C2.		フィールド無線用コンフィグレータ＞

C2.3.4.3 一つあるいは複数の機器の削除
1.	 C2.3.4.2 の 1)，2)	と	3)	の手順を実行して「Devices」タブのページに進んでください。
2.	 CTRL キーとマウスクリックを使って，右ペインで削除したい機器を選択してくださ
い。

3.	 機器タブで [ ] ボタンを押してください。操作確認を求めてきます。
4.	 [ はい ] ボタンを押してください。削除された機器が一覧表から消えます。
5.	 メニューから「Tools」	-	「Download」に進んでください。<Download	Project	
Data> 画面が表示されます。「Data	to	download」欄のツリーの必要項目がチェック
されます。

6.	 C2.3.4.2 の 8)	と 9) の手順を実行してください。

C2.3.4.4 機器の変更
1.	 C2.3.4.2 の 1)，2)	と	3)	の手順を実行して「Devices」タブのページに進んでください。
2.	 交換したい機器を選択するために，[ ] ボタンをクリックするか，機器上をダブル
クリックしてください。<Edit	Device> 画面が表示されます。

3.	 C2.3.4.2 の 5から 10の機器追加と同じ手順を実行してください。

C2.3.4.5 YFGW710の交換
1.	 フィールド無線用コンフィグレータで作業プロジェクトを開いてください。
2.	 メニューから「Tools」	-	「Download」を選択してください。<Download	Project	
Data> 画面が表示されます。「Data	to	download」欄のツリーにある機器以外のノー
ド全てをチェックしてください。

3.	 [Start	download] ボタンを押してください。ネットワーク構成の更新が開始され，
<Download	Progress> 画面が表示されます。

4.	 ダウンロードが終了するまで待ってください。[Save	to	file] ボタンが有効になると作
業は終了となります。

C2.3.4.6 サンプリングパラメータの変更
1.	 C2.3.4.2 の 1から 4の手順を実行して<Add	Device> 画面を開いてください。
2.	 画面の中に「Sampling	Parameters」タブがない場合は，C2.3.4.2 の 6から 10の手順
を実施してください。ある場合は，手順 3) に進んでください。

3.	 「Sampling	Parameters」タブのページで，設定を変更してください。
4.	 画面の [OK] ボタンを押してください。
5.	 メニューから「Tools」	-	「Download」に進むと <Download	Project	Data> 画面が表
示されます。機器用の EUI-64 アドレスとジョインキーが入力されていれば，左側の
ダウンロードツリーの対応する機器ノードがチェックされます。

6.	 [Start	download] ボタンを押してください。ネットワーク構成の更新が開始され，
<Download	Progress> 画面が表示されます。

7.	 ダウンロードが終了するまで待ってください。[Save	to	file] ボタンが有効になると作
業は終了です。
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C2.3.4.7 Modbusレジスタマップの変更
1.	 フィールド無線用コンフィグレータで作業プロジェクトを開いてください。
2.	 メイン画面の左ペインのプロジェクトセクションから，ネットワークツリーの
「Network」を選択しクリックしてください。

3.	 右ペインで，「Modbus	Configuration」タブのページに進んでください。
4.	 Available/Sampling	Parameters 欄から，Input	Register 欄へドラッグ＆ドロップを使っ
てレジスタマップを変更してください (保持レジスタは現在サポートされていませ
ん )。既存のレジスタをダブルクリックして，Modbus レジスタ編集画面で新しい値
を入力して開始 /終了アドレスを編集することができます。レジスタを削除するとき
は，削除対象をクリックし PCの「削除」キーを押してください。その際には，確認
を要求されます。

5.	 メニューから「Tools」	-	「Download」に進んでください。<Download	Project	
Data> 画面が表示されます。「Data	to	download」欄の「Modbus	Register	Map	and	
Pub/Sub	Communication」をチェックしてください。

6.	 [Start	download] ボタンを押してください。ネットワーク構成の更新が開始され，
<Download	Progress> 画面が表示されます。

7.	 ダウンロードが終了するまで待ってください。[Save	to	file] ボタンが有効になると作
業は終了となります。

C2.3.5 ユーザ
ユーザは，その役割設定に応じてフィールド無線用コンフィグレータの全機能，または
一部の機能を使用できます。
システムで様々な操作をするために，ユーザに与える権利には役割があります。３つの
定義された役割があり，機能へのアクセスはユーザに割り当てられた役割によって制限
されます。

● アドミニストレータ（Administrator）　
この役割は，ユーザにシステム上の全権限を与え，他の役割も含みます。アドミニストレー
タは，プロジェクトデータを作成し，編集し，ダウンロードし，アプリケーションオプショ
ンを設定し，ユーザアカウントを管理することができます。

● パワーユーザ（Power User）　
プロジェクトデータを作成し，編集し，ダウンロードし，アプリケーションオプション
を設定することができます。ユーザアカウントを管理することはできません。

● レギュラーユーザ（Regular User）　
プロジェクトデータを作成し，編集することができます。しかし，ダウンロードやアプ
リケーションオプションを設定することはできません。ユーザアカウントを管理するこ
ともできません。
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C2.3.5.1 ユーザアカウント
管理者権限を持つユーザは，<User	Accounts> 画面でシステムユーザを管理することがで
きます。ユーザを作成し，ユーザ役割に基づいた権利を与え，ユーザを編集し，削除する
ことができます。このページにアクセスするために，ツールメニューの「User	Accounts」
オプションを選択してください。
ユーザアカウントは，以下の情報を表示します。
•	 Use	Name：アドミニストレータによって割り当てられたユーザ名
•	 Full	Name：ユーザの姓名
•	 Role：ユーザの役割
•	 Status：有効（Active）または無効（Disabled）ユーザがアプリケーションにアクセ
スできるかどうかを示します。

図C2-26
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■ ユーザの追加，編集
ユーザを追加 /編集するには，次の手順で実行します。
1.	 ツールバーの [ ] または，[ ] をクリックしてください。<Account	
Information>画面が開きます。	

2.	 必要なデータを入力してください。ユーザに割り当てる役割とそのステータス
(Active/Disabled) を対応するドロップダウンリストから選択してください。[OK] ボタ
ンをクリックするとシステムにユーザが追加され変更が保存されます。

図C2-27

補足 すべての欄の入力が必須です。また，パスワード欄では大文字と小文字が区別されます。

■ ユーザの削除
ユーザを削除するには，ユーザアカウントリストから削除したいユーザを選択し，ツー
ルバーで [ ] をクリックしてください。ユーザを削除する前にシステムは確認をし
ます。[はい ]ボタンをクリックするとユーザは削除され，[いいえ ]ボタンをクリックす
ると削除が中止されます。一度に一人のユーザしか削除できません。また，現在ログイ
ン中のユーザを削除することはできません。

C2.3.5.2 パスワードの変更
フィールド無線用コンフィグレータでは，ユーザはツールメニューの「Change	
Password」オプションを選択しパスワードを変更することができます。
このオプションを選択するとパスワード変更ダイアログボックスが表示されます。

図C2-28
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パスワードを変更するには次の手順を実行します。
1.	「Old	Password」欄に変更前のパスワードを入力してください。
2.	「New	Password」欄に変更後のパスワードを入力してください。パスワードでは大
文字と小文字が区別されます。

3.	「Confirm	New	Password」欄に変更後のパスワードを再入力してください。
4.	入力が終わったら [OK] ボタンをクリックしてください。

補足 権限のない人によるアカウントへのアクセスを防ぐために，他の人には分かりにくいパスワードを設定して
ください。パスワードには最大 16文字の下記の半角文字が使用できます。
　　英大文字（Aから	Z）
　　英小文字（a	から	z）
　　10進数字（0	から 9）
　　非英文字（例：	!,	$,	#,	%）

C2.3.6 ヘルプメニュー
ヘルプ（Help）メニューでは，アプリケーションのバージョン情報を表示します。
<About> 画面では，アプリケーションの概要と，フィールド無線用コンフィグレータの
バージョン情報を表示します。

図C2-29
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C3． フィールド無線用管理ツール

C3.1 はじめに 

C3.1.1 本書の目的と対象
この章は，フィールド無線用管理ツール（Field	Wireless	Management	Tool) の使用方法を
説明します。以降の文書中では，ソフトウェア名を和文名で表記します。
本書は，YFGW710 フィールド無線用一体形ゲートウｪイ（以降，YFGW710 と表記）を持
つフィールド無線ネットワークを管理する適切な権限のあるユーザを対象にしています。

C3.1.2 製品概要
フィールド無線用管理ツールは，フィールド無線ネットワークを監視管理するアプリケー
ションです。ユーザはこのツールを使用して，それぞれに付与された役割に従い，ネット
ワークトポロジーの参照，無線機器の通信状況や機器のデータの参照，さらに YFGW710
のソフトウェアや機器のファームウェアの更新，およびソフトウェアのユーザ管理など
の作業を行うことができます。

C3.2 インストール

C3.2.1 動作環境
フィールド無線用管理ツールをインストールする PCの動作環境が，本書のC1章に示す
動作環境の要件を満たすことが必要です。
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C3.2.2 インストール手順
フィールド無線用管理ツールをインストールするには，管理者権限が必要です。
フィールド無線用管理ツールをインストールする前に，Microsoft	.NET	framework	3.5	
Service	Pack	1 がインストールされている必要があります。Microsoft	.NET	Framework	3.5	
Service	Pack	1 がインストールされていない場合，下記補足にしたがってMicrosoft	.NET	
Framework	Service	Pack	1 をインストールしてください。
オペレーティングシステムがWindows	Server	2008	R2 の場合，"C.1	付属ソフトウェアの
動作環境・条件 "の [ 補足 ] にしたがってMicrosoft	.NET	Framework	3.5	Service	Pack	1 が
有効になっていることを確認してください。
なお，古いバージョンのフィールド無線用管理ツールがすでにインストールされている
場合，下記と同じ手順で上書きインストールすることにより新しいバージョンとなりま
す。

フィールド無線用コンフィグレータのインストール手順または旧バージョンからのアッ
プデート手順は次のとおりです。
ソフトウェアメディアを PCにセットし，エクスプローラで，以下のフォルダに移動しま
す。

<DVD-ROMのドライブ>：¥Field	Wireless	Management	Tool

フォルダ下の "setup.exe" を実行して，ウィザードの指示に従ってください。

図C3-1

補足 Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 がインストールされていない場合，"setup.exe" の実行後に
Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 のインストーラが起動します。Microsoft の使用許諾契約に同意
したのち，Microsoft	.NET	framework	3.5	Service	Pack	1 のインストールが開始します。
インストール終了後に続いてフィールド無線用管理ツールのインストーラが起動しますので，ウィザードの
指示にしたがってフィールド無線用管理ツールをインストールしてください。
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[Next] のボタンをクリックし，次の手順に進みます。下記のダイアログボックスが表示さ
れます。

図C3-2

推奨するインストール場所を以下に示します。

C:¥Yokogawa¥FieldWireless¥FieldWirelessManagementTool.	

インストール場所を変更したい場合は，[Browse] をクリックしてく，インストール場所
を選択してください。
次に，フィールド無線用管理ツールを利用できるユーザが，コンピュータ上の
「Everyone(全ユーザ )」か「Just	Me(自分だけ )」かをオプションボタンで選択してください。

補足 新しいバージョンへ上書きインストールする場合，フィールド無線用管理ツールの使用を PC上の全ユーザ
(Everyone) に許すか，自分だけ (Just	me) に限るかを選択するとき，次の 2点にご注意ください。以前のバー
ジョンと異なった選択でインストールすると，
1.	 デスクトップ上に同じアイコンが追加されることがあります。
2.	 コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」(Windows	XP の場合 )もしくは「プログラムと機能」
(Windows	Vista，Windows	7，Windows	Server	2008，およびWindows	Server	2008	R2 の場合 )に，古い
バージョンのフィールド無線用管理ツールが残ることがあります。

上記について，そのままお使いいただいてもフィールド無線用管理ツールの動作に影響はありません。ま
た，重複したアイコンを削除したりコントロールパネル上から古いバージョンをアンインストールしたりし
ても，新しいバージョンのフィールド無線用管理ツール，および各種設定情報に影響はありません。
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[Next] をクリックして，次の手順に進みます。下記のダイアログボックスが表示されます。

図C3-3

[Next] ボタンをクリックするとインストールを開始します。インストールが終了すると，
下記のダイアログボックスが表示されます。	

図C3-4

[Close] をクリックして，インストールを終了します。
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C3.3 フィールド無線用管理ツールの使い方

C3.3.1 認証とYFGW710との接続
フィールド無線用管理ツールを使用する際には，まず YFGW710 にログインする必要があ
ります。デフォルトの認証設定は，以下の通りです。	

ユーザ名：admin
パスワード：!admin

接続成功後，ユーザの権限に応じてフィールド無線用管理ツールの機能を使用すること
ができます。ユーザの権限については，“C3.3.2.2.6			ユーザアカウント”を参照してください。
フィールド無線用管理ツールを起動すると，<Connect> 画面が自動的に開きます。この
画面から，以前に保存した接続を選択するか，YFGW710 との新しい接続を選択するか選
ぶことができます。

図C3-5

接続に成功すると，接続画面は閉じられ，メイン画面とメニュー項目が表示されます。
接続が失敗した場合，接続失敗の原因を示したポップアップメッセージが表示されます。
接続画面が開いたままになっていますので，接続パラメータを正しく入力するか別の接
続を指定してください。
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C3.3.1.1 新しい接続の作成
次の手順に従って，新しい接続を設定してください。
1.	 「Connection」ドロップダウンリストで，接続名を入力するか既存の接続を選択し
てください。

2.	 「IP	Address」フィールドに，接続する YFGW710 の IP アドレスを入力してください。
3.	 対応するフィールドに有効なユーザ名とパスワードを入力してください。
4.	 オプションとして，接続リストにこの接続を保存したい場合は，[Save	connection	
information] にチェックマークを入れます。この選択を有効にすると，次回この接続
を選択した場合 IP アドレス，ユーザ名，パスワードの入力は不要となります。（前回
ユーザによって設定された接続パラメータが表示されています。）	

5.	 この接続をデフォルトとして設定したい場合，[Set	as	default] にチェックマークを入
れてください。このオプションを有効にすると，次回<Connect>画面を開いたときに，
自動的にこのデフォルト接続が選択されます。

図C3-6

C3.3.1.2 接続の削除
保存した接続を削除するためには，
1.	 接続ドロップダウンリストで，削除したい接続を選択します。
2.	 [ ] ボタンをクリックすると削除されます。接続を削除する前にシステムが確認を
要求します。[OK] をクリックするとその接続が削除されます。[Cancel] をクリックす
ると削除が中止されます。
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C3.3.2 メイン画面
フィールド無線用管理ツールのメイン画面は，次の要素で構成されています。
●	 ２つの「Action」メニュー：「操作 (Action)」と「表示 (View)」に，さまざまなオプショ
ンやメニューがあります。

●	 ツールバーのボタン	 	は頻繁に利用されるメニューオプションの
ショートカットです。接続，切断，YFGW710 の状態，ネットワーク構成，ネットワー
クの健全性，機器，読み込み，コマンドログのボタンです。

●	 内容欄には，選択したメニューオプションに従ってデータが表示されます。画面に
よっては表形式でデータが表示されます。表内で１つのセルを選択し，その内容を
クリップボードにコピーすることができます。

●	 画面下部のステータスバーは，以下の内容を表示しています。
•	 接続状態と接続先の IPアドレス
•	 現在のユーザ
•	 ステータスバーの右端に置かれた通信動作指示部	 で，YFGW710 とフィー
ルド無線用管理ツール間のデータ通信状態

図C3-7
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C3.3.2.1 操作（Action）メニュー

C3.3.2.1.1 YFGW710との接続と切断
本ツールが YFGW710 と接続されているかいないかにより，接続あるいは切断オプション
が有効になります。
YFGW710 と接続状態にありそれを切断する場合，「Action」メニューの「Disconnect」オ
プションを選択するかツールバーにある [ ] ボタンをクリックします。この場合，アプ
リケーションを閉じずに YFGW710 との接続が切断されます。アプリケーションを終了さ
せたい場合は，「Action」メニューの [Exit] ボタンをクリックするか，メイン画面の右上
端にある [ ] をクリックしてください。
YFGW710 と接続していない状態で接続しようとする場合，「Action」メニューの「Connect」
オプションを選択するか，ツールバーにある [ ] ボタンをクリックしてください。接続
に関する詳細は，“C3.3.1		認証と YFGW710 との接続” の項を参照してください。

C3.3.2.1.2 システム状態（YFGW Status）の参照
YFGW710 のプロセッサとメモリの使用状況に関する情報を参照する場合，「Action」メ
ニューの「YFGW	Status」を選択するか，ツールバーの[ ]ボタンをクリックしてください。
<YFGW	Status> 画面が開き下記のような詳細が表示されます。
	 バックボーンルータ（Backbone	Router），ゲートウｪイ（Gatway），システムマネージャ
（System	manager）のそれぞれの状態（稼動中か，停止），メモリ使用状況とプロセッ
サの使用状況。

	 システムメモリとフラッシュメモリの使用情報（全メモリ容量，使用メモリ容量と
空き容量）。

図C3-8

情報を更新するには，[Refresh] ボタンをクリックしてください。	
画面を閉じるには，[Close] ボタンをクリックしてください。	
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C3.3.2.1.3 システムの更新（System Upgrade）
YFGW710 のシステムファームウェアを更新することができます。「Action」メニュー
の「System	Upgrade」を選択してください。<System	Upgrade> 画面が開き，接続した
YFGW710 から現在のシステムバージョンを検索します。
なお，システムの更新を実施すると，現在フィールド無線ネットワークに参加している
無線フィールド機器との接続が切断されます。

更新を開始するには，以下の手順を実行してください。
1.	 [Browse] をクリックして，更新するシステムファームウェアのUpgrade	Package を
選択します。

図C3-9

2.	 [Start] をクリックし，更新処理を開始します。
3.	 更新前にシステムから確認を促されます。[OK] をクリックすると更新が始まり，
[Cancel] をクリックすると更新は中止されます。

4.	 更新が完了すると，ポップアップメッセージにより更新結果が通知されます。

図C3-10

5.	 更新終了後，YFGW710 が自動再起動しますので，フィールド無線用管理ツールを
YFGW710 から一旦切断し，1分後に再接続してください。
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C3.3.2.1.4 パスワードの変更（Change Password）
ユーザは YFGW710 に接続するためのパスワードの変更（Change	Password）をすること
ができます。「Action」メニューの「Change	Password」を選択してください。
このオプションを選択すると，<Change	Password>画面が開きます。

図C3-11

パスワードを変更するには，以下の手順を実行してください。
1.	 「Old	Password」欄に，現在のパスワードを入力してください。
2.	 「New	Password」欄に新しいパスワードを入力してください。パスワードは大文字
と小文字を区別するので注意してください。

3.	 「Confirm	New	Password」欄で，確認のために新しいパスワードを再度入力します。
4.	 [OK] をクリックしてください。新しいパスワードが保存され，新しいパスワードに
変更されたことを告げるダイアログが表示されます。	

補足 権限のない人によるアカウントへのアクセスを防ぐために，他の人には分かりにくいパスワードを設定して
ください。パスワードには最大 16文字の下記の半角文字が使用できます。
　　英大文字（A	から Z）
　　英小文字（a	から z）	
　　10進数字（0	から 9）	
　　アルファベットでない文字（e.g.	!,	$,	#,	%）
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C3-11	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

C3.3.2.2 表示（View）メニュー
「View」メニューを使うとネットワーク，無線フィールド機器，ユーザ情報の表示，およ
び無線フィールド機器への操作を行うことができます。
「View」メニューのオプションは，メイン画面の内容欄に個々のタブ付ページとして開き
ます。

内容欄の一番上にタブが表示されている間，これらのページは開いたままになっていま
す。ビューメニューでは，現在開かれているページにチェックマーク [ ] がつけられて
います。タブを閉じるには，該当するページの上の右隅にある [ ] をクリックします。	

図C3-12
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C3-12	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

C3.3.2.2.1 ネットワークトポロジー（Network Topology）
「Network	Topology」タブのページでは，現在のネットワークのトポロジーをグラフ画像
で表示します。また，コントラクト情報やチャネル情報も参照できます。このページに
アクセスするためには，「View」メニューの「Network	Topology」を選択するか，ツール
バーの [ ] ボタンをクリックしてください。

図C3-13

このページは，3つのセクションから構成されています。
トポロジーグラフ：現在のネットワークトポロジーを表示しています。
Contracts：選択した機器のコントラクト情報を表示します。
RF	Channels：選択した機器の使用可能なチャネルとブラックリストに載っているチャ
ネルを表示します。	
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C3-13	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

■ トポロジーグラフ
このページを開くと，最新のトポロジー情報を元にトポロジーグラフを生成します。グ
ラフの中の一番上にあるステータスバーは，トポロジー情報を更新した時刻を示してい
ます。トポロジー情報は自動的に更新されますが，[ ] ボタンをクリックすると，トポ
ロジー・コントラクト・経路の最新情報を強制的に収集させることができます。ただし，
ネットワークに負荷がかかりますので，注意が必要です。ネットワークサイズによって
は 30-40 秒かかることがあります。[ ] ボタンをクリックすると，トポロジーを再表示
します。ページの右下の端にある自動リフレッシュ [Autorefresh] を有効にすることで，
15，30，60秒から選択された間隔でトポロジーを自動的に更新することもできます。
グラフは，水平線で区切られた複数の層上に機器を表示します。層は 0から nまであり
nは自然数です。層数は，それぞれの層の左下の端に表示されます。機器のある層の中な
らば機器を自由にドラッグ＆ドロップで動かすことができ，トポロジーを見やすくする
ことができます。
ゲートウｪイ（YFGW-GW），システムマネージャ（YFGW-SM），バックボーンルータ
（YFGW-BBR）は，0層にあります。バックボーンルータを通して結ばれた機器は 1層に
おかれます。その他の機器については，それぞれ既定された層(n)にある機器がネットワー
クに含まれ，その前の層（nー１）に置かれた機器のルータ機能を通して通信を行います。
通信に関して，無線フィールド機器はバックボーンルータを通してデータを送信します。
これがネットワークの中心機器になります。バックボーンルータは，さらにゲートウｪイ
とシステムマネージャを中継します。一方，システムマネージャはネットワーク全体を
管理します。フィールド機器は，温度計測，圧力計測などの計測機能を持っています。
機器は，それを示すアイコンで表されています。カーソルでアイコンを指すと，機器の
説明をみることができます。ここには，下記の項目の機器に関する詳細が記載されてい
ます。
•	 EUI-64：機器固有の 64bit アドレス
•	 Device	Role：機器の役割
•	 Subnet	ID：サブネット ID
•	 Device	Tag：機器タグ
•	 Manufucturer：製造者
•	 Model：形名
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C3-14	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

オプション参照
●	 機器識別
	 機器タグ，EUI-64 アドレス，あるいは短縮された EUI-64 アドレス（アドレスの最後
の４つの 16進文字）を使うと，トポロジー画面で機器を識別することができます。
自分の好みの識別を表示するには，「Use	device	identity」のドロップダウンリストか
ら識別指標を選んでください。選択した識別方法で，すべての機器が，トポロジー
グラフとコントラクト部分に表示されます。

	 バックボーンルータ，ゲートウｪイ，システムマネージャは識別しやすいように，短
い EUI-64 アドレスをそれぞれ短縮形の BBR，GW，SMに置き換えています。

●	 リンク
	 ページを開くと，機器間のリンクは表示されていません。特定の機器のリンクを参
照するために，前の画面（図C3-13）で表示されている当該機器をクリックしてくだ
さい。機器間のリンクをすべて表示するには，下の画面（図C3-14）で表しているよ
うに，ページの右下の端にある [Show	all	links] をチェックして有効にしてください。

図C3-14

●	 表示の拡大，縮小
	 拡大・縮小ボタンで，ネットワークトポロジーを拡大表示したり，詳細な表示をし
たりすることができます。[ ] ボタンをクリックすると拡大表示され，[ ] ボタン
をクリックすると縮小表示されます。

●	 フルスクリーン表示
	 フルスクリーンボタンを押すと，グラフ画面を最大に拡大できます。	
	 [ ] ボタンをクリックすると，フルスクリーン表示に切り替えられます。フルスク
リーンモードの状態で，右下段の [Return] をクリックすることで標準サイズの表示
に戻ります。
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■ コントラクト（Contracts）
機器をクリックすると，選択された機器のトポロジーグラフの黒い線で表示されている
機器リンクを含めてシステムマネージャとゲートウェイへの接続のコントラクトが，右
ペインのContracts 領域に一覧表示されます。

図C3-15

トポロジーグラフのコントラクトを表示するには，リストからコントラクトを選択して
ください。周期的コントラクトであれば緑の線で表示され，非周期コントラクトであれ
ば赤線で表示されます。それらと同様にコントラクトリストも色分けされています。コ
ントラクトとリンクの凡例はトポロジー領域の下にあります。

補足 機器は，同じシステムマネージャまたはゲートウェイの持つ周期コントラクトと非周期コントラクトの両方
を同時に持つことができます。
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コントラクト詳細
コントラクトを選択した時，コントラクト情報がページの下部の詳細表示欄に表示され
ます。
コントラクト情報には，下記のパラメータが含まれています。	
•	 Service	Type：周期または非周期があります。
•	 Activation	Time：コントラクトが設定された時刻　
•	 Source	Device/Destination	Device：リクエスターと目標機器それぞれの EUI-64 アド
レス

•	 Source	SAP/Destination	SAP：“0” は，機器のDMAPのデフォルト値です。“1” は，シ
ステムマネージャの SMAPのデフォルト値です。その他の数値は，カスタムの SAP
のデフォルト値です。

•	 Expiration	Time：コントラクトが終了した時刻
•	 Priority：コントラクトを使用して送信したすべてのメッセージの基礎優先権を表示
します。

•	 NSDU	Size：ネットワーク層のパケットサイズ
•	 Reliability：送信したパケットを目的地まで届くために求められる信頼度
•	 Period：定周期コントラクトについて望ましい発行周期を識別します。
•	 Phase：周期コントラクトの場合，望ましい発行フェーズ〔発行周期以内で〕を識別
します。

•	 deadline：定周期通信において端末間移動に許容される最大遅延
•	 MaxSendWindow：非周期通信の場合のレスポンスを同時に待つクライアントリクエ
ストの最大数

■ 無線チャネル（RF Channels）
選択した機器の無線チャネルは，ネットワークトポロジータブのページの下部に表示さ
れています。通信に使用されるチャネルは白でハイライトされています。一方，ブラッ
クリストにあるチャネルは濃いグレーでハイライトされています。
もし，チャネル情報が入手できない場合は，“(No	Information	available!)” のメッセージが
赤色で表示されます。
チャネル 15は，特定の国における無線規格準拠のためデフォルトでは無効になっていま
す。	

図C3-16
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C3-17	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

C3.3.2.2.2 ネットワークの健全性（Network Health）
「Network	health」タブのページは，ネットワークレベルで通信の健全性レポートを表示
します。このページにアクセスするには，「View」メニューの「Network	Health」を選択
するか，ツールバーボタン [ ] をクリックします。	
このページは，ネットワークの簡単な統計と特定機器の通信の健全性情報の 2つのセク
ションで構成されています。

図C3-17
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C3-18	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

ネットワーク概要セクションは次の情報を表示します。
•	 Network	ID/Network	Type：ネットワークの識別情報	
•	 Devices	Count：バックボーンルータを含む登録済み機器の数
•	 Join	Count：ネットワークでの全機器の接続数
•	 Start	Date：システムマネージャアプリケーションの開始時刻
•	 Current	Date：ネットワークの現在の時刻
•	 DPDUSent/Lost：各機器の概略レポートを元にした送信統計

機器通信レポートセクションは，機器ごとに以下の情報を表示している行から構成され
ます。
•	 Device	Tag：プラントで機器の識別を容易にするために機器に割り当てられたカスタ
ム情報

•	 EUI-64	Address：機器固有の 64bit アドレス
•	 Start	Date：機器の最初の接続時刻
•	 Current	Date：ネットワークの現在の日付
•	 DPDUs	Sent：機器によって送信されたパケットの合計
•	 DPDUs	Lost：目的の機器まで行き着かなかったパケットの合計
•	 Join	Count：各機器の接続の合計数

データベースの情報は通常の間隔でリフレッシュされ，データの最後のリフレッシュ時
間はページの一番上に表示されます。[Refresh	Page] をクリックすると，即時にデータを
更新します。
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C3.3.2.2.3 機器（Devices）
「Devices」タブのページは，ネットワーク内の機器リストです。検索機能で，Device	Tag
と EUI-64	Address を元に機器を検索し，いくつかの機器コマンドを実行することができ
ます。
このページにアクセスするには，「View」メニューの「Devices」を選択するか，ツールバー
の [ ] ボタンをクリックします。
このページを開くと，登録済み機器のリストの最初のページが表示されます。リストの
下にあるページコントロールで，リストのほかのページに移動することができます。

図C3-18

リストには，一行一機器ずつの機器の主要情報が表示されています。
•	 Device	Tag：機器タグ
•	 EUI-64	Address：機器固有の 64bit アドレス
•	 Network	Address：機器のネットワークアドレス（IPv6）
•	 Vender	ID：無線ユニットの製造者名
•	 Model	ID：無線ユニットの形名
•	 Device	Role： 機 器 の 役 割（Gateway，System	Manager，Backbone	Router，IO，
Router あるいは IO+Router）

•	 Device	Status：“Full	Join” はデバイスが登録されていることを示す
・	 Power	Supply	Status：機器への電源供給の状態を以下のように示す
	 -		Line	Powered：機器が電線により電源供給されている場合
	 -		>75%：機器がバッテリで電源供給され，バッテリの残量が 75％以上ある場合
	 -		[25%,	75%]：機器がバッテリで，電源供給されていて，バッテリの残量が	25％から	
	 	 75％の間にある場合

	 -		<25%：機器がバッテリで電源供給され，バッテリの残量が 25％以下しかない場合
•	 Last	Readings：機器からの最新の読み込みの時刻
•	 Radio	FW	Version：無線ファームウェアのバージョン
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C3-20	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

■ 機器の検索

● 機器タグ（Device Tag）による検索
タグをもとにして機器を検索するために，「Device	Tag」の入力欄にタグかタグの一部を
入力し，[ ] ボタンをクリックしてください。タグの欄は，大文字と小文字の区別をす
るので注意してください。
システムが機器タグのアドレスにユーザが指定した文字列を含んでいる機器をすべて検
索します。

● EUI-64アドレス（EUI-64 Address）で検索
EUI-64 アドレスで機器を検索するには，「EUI-64	Address」入力欄にアドレスか，アドレ
スの一部を入力し[ ]ボタンをクリックしてください。システムがEUI-64アドレスにユー
ザが指定した文字列を含む機器をすべて検索します。
［Devices］タブのページでアイコン [ ] をクリックすることによって，機器リストある
いは検索結果をCSVフォーマットのファイルに出力することができます。
<名前を付けて保存>画面が表示されるので，適切なファイル名をつけて [保存 ]をクリッ
クしてください。
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C3-21	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

■ 機器の詳細
リストにある機器をダブルクリックすると，４つのタブを含む<Device	Details> 画面を
開きます。次に 4つのタブのページの内容について説明します。

● 機器情報（Device Information）
「Device	Information」タブのページは，通常の情報に加えて機器の個々の情報を表示しま
す。

図C3-19

機器リストですでに表示された情報に加えて，以下の詳細情報を表示します。
•	 Subnet	ID：機器を含むサブネットの ID
•	 Manufacturer：機器の製造者名
•	 Revision：無線ファームウェアバージョン
•	 Power	Supply	Status：機器への電源供給の状態を以下のように示す
・Line	Powered：機器が電線により電源供給されている場合
・>75%：機器がバッテリで電源供給され，バッテリの残量が 75％以上ある場合
・[25%,	75%]：機器がバッテリで，電源供給されていて，バッテリの残量が 25％から

75％の間にある場合
・<25%：機器がバッテリで電源供給され，バッテリの残量が 25％以下しかない場合
•	 Device	Health：機器の健全性の欄で，送受信したパケットの数と失敗した送受信パ
ケットの数。

「Last	Read」欄に，選択した機器の Publish/Subscribe による最後の読み込みデータの，
以下のオブジェクト属性が表示されます。
•	 最後の読込み時刻
•	 TSAP	ID：TSAP階層の ID
•	 Object	ID：Object 階層の ID
•	 Attribute	ID：Attribute 階層の ID
•	 Value：プロセス値
同じ詳細内容が，<Readings> 画面にも表示されます。（C3.3.2.2.4 参照）
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C3-22	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

● ネットワーク情報（Network Information）
「Network	Information」タブのページ，は機器の無線スタックの現在の稼働状態を表示し
ます。ページは２つの欄から構成され，近隣の機器 (Neighbors) とグラフ (Graphs) の情報
を表示します。

図C3-20

近隣の機器（Neighbors）
近隣の機器欄には，選択した機器の登録した近隣の機器の内容が列挙されています。同
時に，選択した機器に対してクロック提供元になっているかどうかを表示します。クロッ
ク提供元の近隣機器は，次の役割のひとつを持つことができます。
・	 Preferred	clock	source：選択した機器用参照クロックソース
・	 Secondary	clock	source：参照クロック提供元が利用できないとき，優先される

バックアップ用クロック提供元
選択した機器用のクロック提供元として，複数の近隣機器を指定できることもあります。

グラフ（Graph）
グラフ欄には，選択された機器を含むグラフすべてが列挙されています。これには，
Graph	ID や各グラフ内のNeighbors の機器アドレスが付いています。
グラフ ID	1 は返信グラフで，他のグラフ IDは送信グラフです。
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C3-23	 	 ＜ C3.		フィールド無線用管理ツール＞

● 近隣機器の健全性（Neighbors Health）
「Neighbors	Health」タブのページでは，選択した機器の近隣機器についての通信の健全
性レポートを表示します。このタブは，システムマネージャとゲートウェイを除く全て
のデバイスの情報が表示されます。

図C3-21

レポートには以下を含みます。
•	 Neighbor：近隣機器の EUI-64 アドレス
•	 Timestamp：レポート要求のタイムスタンプ	
•	 Link	Status：

・Available：近隣機器を通信に利用できる場合
・Unavailable：近隣機器を通信に利用できない場合

•	 通信健全性情報：
・DPDUsTransfered/Failed：近隣機器へ送信したDPDU数と送信失敗数
・DPDUs	Received/Failed：近隣機器から受信したDPDU数と受信失敗数	

•	 Signal	Strength	(dBm)：近隣機器の受信信号強度（dBm）
•	 Signal	Quality：受信信号品質	RSQI

次の表は，受信信号品質インジケータ（RSQI）値とその品質の程度について表示してい
ます。

表C3-1

RSQI 信号の品質
1-63 劣悪
64-127 良
128-191 優
192-255 秀
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● スケジュール情報（Schedule Information）
「Schedule	Information」タブのページは，選択された機器のタイムスロットやチャネル
の配置などの情報を提供します。このタブには，システムマネージャとゲートウェイを
除く全てのデバイスの情報が表示されます。ページは２つの欄からなり，スーパーフレー
ムとリンク詳細についての情報を表示しています。

図C3-22

スーパーフレーム（Super	frames）
スーパーフレーム欄には，稼動中のスーバーフレームが表示されます。機器は，これら
を使ってサイズ（タイムスロットの数），開始時間（スーパーフレームが稼動した日付と
時間），各スーパーフレームに割り当てられたリンク数などの情報に沿った通信を行いま
す。

リンク（Links）
リンク欄は，スーパーフレーム欄で選択したスーパーフレームに割り当てられた個々の
独立したリンクの関連情報を表示します。
リンクは，次の詳細説明と一緒に表示されます。
•	 Neighbor：近隣機器の EUI-64 アドレス，またはブロードキャストアドレス
	 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	( アドバタイズと受信リンクのみに使用 )	
•	 Slot	Index：スーパーフレーム内のスロット ID
•	 Link	Period：1スーパーフレーム周期内のリンクの周期性（スロットナンバーで測定）
•	 Slot	Length：2-20 の倍数として表示
•	 Channel	No.
•	 Direction：

・0：受信
・1：送信

•	 Link	Type：
・0：非周期データ通信
・1：非周期管理通信
・2：周期データ通信
・3：周期管理通信
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■ 機器コマンド
「Devices」タブのページでは，適切な権限を持ったユーザが特定の機器のコマンドを実行
することができます。コマンドには，機器のリセット (Rest	Device)，チャネル統計取得 (Get	
Channels	Statistics)，オブジェクト属性の読み込み (Read	Object	Attribute)，ファームウェ
アコマンド (FW	Commands) があります。機器をクリックすると，その機器に利用できる
コマンドのみが有効になります。
コマンドを発行すると，<Command	Results> 画面が開き，コマンドの詳細：タイプ，トラッ
キング番号，パラメータ，そのコマンドが実行され，応答を受け取った時刻，ステータス（こ
れは，Newから Sent にかわり，次に Responded/Failed に変わります。），およびコマン
ドへの応答内容などが表示されます。このコマンドもコマンドログのリストに追加され
ます。

● 機器のリセット（Rest Device）
このコマンドは，システムマネージャを除くすべてネットワーク機器に対して使用でき，
指定した機器のファームウェアをリセットします。
1)	機器リストの機器を選択し，[Reset	Device] ボタンをクリックします。
2)	<Reset	Device> 画面では，リセットさせるタイプを選択します。

図C3-23

	 機器でリセットできるタイプは以下の３つです。
・	 Warm	Restart：機器に設定された情報は変更せずに，ファームウェアをリセッ
トさせます。機器はネットワークから一旦切断され，再接続します。

・	 Restart	as	Provisioned：機器をプロビジョニングされた情報のみ残して設定
された情報はクリアして，機器をリセットさせます。本システムでは，この
コマンドを使用する必要はありません。

・	 Reset	to	Factory	Defaults：設定されている情報を削除し，機器を工場出荷時
の設定にリセットします。再度，機器をネットワークに参加させるにはプロ
ビジョニングが必要となります。ゲートウｪイは，このコマンドをサポート
していません。本システムでは，このコマンドを使用する必要はありません。

3)	[OK] をクリックし，コマンドを実行します。機器をリセットするには確認が必要と
なります。動作を実行する場合は，[OK] をクリックします。[キャンセル ]をクリッ
クすると，動作は中断します。
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4)	コマンドが実行されると，<Command	Results> 画面の Response 欄にコマンドの実
行結果を表示します。もしコマンドが成功すると，このレスポンスは“success”となり，
失敗すると，エラー理由が表示されます。

図C3-24

重要 
無線フィールド機器のバッテリーパックを交換しても Power	Supply	Status が更新され
ない場合があります。その場合には当該機器のWarm	Restart を実行してください。
機器はネットワークから一旦切断され再接続します。再接続後，表示が更新されると
Power	Supply	Status が	>75%となります。

補足 バッテリーパック交換の前にバッテリー残量計算の初期化を実行してください。初期化の詳細手順は，無線
フィールド機器のユーザーズマニュアルを参照してください。
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● チャネル統計取得（Get Channels Statistics）
このコマンドは，フィールド機器とバックボーンルータに利用されます。選んだ機器の
チャネルごとのCCAによる未送信に関する統計情報を参照することができます。
CCAは，Clear	Channel	Assessment の略語で，無線機器が送信を開始する前に，使用する
チャネルが空いているかどうか調べるための仕組みです。
1.	 [Get	Channels	Statistics] ボタンをクリックします。
2.	このチャネル統計取得画面から EUI-64 アドレスで機器を選択し [OK] をクリックしま
す。

図C3-25

3.	 コマンド結果画面に 32文字の文字列が表示されます。これは，2文字のセットとし
て解釈されます。各セットは，16チャネルの各チャネルに対して送信で中断したも
ののパーセンテージ（0から 99まで）を示しています。

図C3-26
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● オブジェクト属性の読み込み（Read Object Attribute）
このコマンドは無線フィールド機器にのみ利用でき，選択した機器のオブジェクト属性
を読み込むことができます。
1.	 [Read	Object	Attribute] ボタンをクリックします。
2.	 <Read	Object	Attribute>画面から，TSAP	IDとオブジェクトIDと属性IDを入力し，[OK]
をクリックします。

図C3-27

	 <Command	Results> 画面に，Response 欄に読み込まれた属性のデータ値が表示さ
れます。

図C3-28
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● ファームウェアコマンド（FW Commands）
ファームウェアコマンドは，無線フィールド機器の無線ユニットのファームウェアとセ
ンサボードのファームウェアをフィールド無線ネットワーク経由で更新します。

補足 無線ファームウェアの更新には１台あたり２０分程度必要です。複数台の無線フィールド機器に対する無線
ファームウェアの更新を平行して実行することが可能です。
センサボードのファームウェア更新には11時間程度必要です。25台までの無線フィールド機器のセンサボー
ドファームウェア更新を並行して実行することが可能です。
無線ファームウェアまたはセンサボードのファームウェアの更新を行うと無線通信は一旦中断されます。

1)	無線ファームウェアの更新
	 「Update	Radio	Firmware」コマンドによって，無線フィールド機器の無線通信ユニッ
トのファームウェアを更新することができます。無線ファームウェア更新コマンド
は，ゲートウェイとシステムマネージャを除くすべての機器に使用できます。

	 無線ファームウェア更新手順
1.	 ファームウェアコマンドドロップダウンリストから「Update	Radio	Firmware」
コマンドを選択します。<	Update	Radio	Firmware	> 画面が開きます。

2.	 この画面から，ファームウェアの更新を始めたい機器を EUI-64 アドレスにより
選択します。各更新操作に対して一種類の機器しか選べません。

3.	 ブラウズ [Browse] をクリックし，選択した目的の機器のタイプに合ったファー
ムウェアの更新ファイルパッケージを選択し，[開く ]をクリックします。

4.	 更新を実行するために確認を要求されます。[OK] をクリックすると更新が実行
され，[Cancel] をクリックすると更新が中止されます。

5.	 コマンドが送信されると，“The	command	has	been	successfully	sent.	Check	
Commands	Log” のメッセージが表示されます。

6.	 コマンドログに新しく送信されたコマンドが表示され，“Upload	started” の応答
があります。	

補足 複数の機器を選択した場合，システムはそれぞれの機器に別々にコマンドを実行します。これらのコマンド
は，コマンドログにそれぞれリストアップされ，それぞれのコマンドには個別のトラッキング番号が付けら
れます。
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7.	 「Get	Radio	Firmware	Update	Status」コマンドを使用し，処理を続けながら更新
状況を参照してください。

8.	 更新処理が完了すると，機器リストに新しいファームウェアバージョンが表示さ
れます。

図C3-29

2)	無線ファームウェアの更新キャンセル
	 このコマンドによって，処理中の無線ファームウェア更新をキャンセルすることが
できます。
1.	 ファームウェアコマンドドロップダウンリストから，「Cancel	Radio	Firmware	
Update」コマンドを選択します。<Cancel	Radio	Firmware	Update> 画面が開き
ます。

図C3-30

2.	 この画面のドロップダウンリストから EUI-64 アドレスにより機器を選択し，[OK]
をクリックします。更新コマンドキャンセルは一回に一台の機器に対してのみ実
行可能です。

3.	 <Command	Results> 画面には，Response 欄に操作結果が表示されます。

	 コマンドは，次の応答を返します。
・	 Success：操作成功しました。
・	 device	not	exists：機器が存在しません。
・	 timeout：操作がタイムアウトしました。
・	 no	active	firmware	update：稼働中のファームウェアの更新はありません。
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3)	無線ファームウェア更新ステータスの取得
	 このコマンドによって，進行中の無線ファームウェアの更新状況を参照することが
できます。
1.	 ファームウェアコマンドドロップダウンリストから，「Get	Firmware	Update	
Status」コマンドを選択します。<Get	Firmware	Update	Status> 画面が開きま
す。これには，「Devices」タブのページの機器リストで選択した機器に設定した
EUI-64 アドレスのドロップダウンリストがあります。	

	 コマンドを実行する機器を選択します。

図C3-31a

2.	 コマンドを実行するために，[OK] ボタンをクリックします。<Command	
Results> 画面では，Response 欄に操作結果が表示されます。

	 コマンドは次のレスポンスを返します。
・	 Update	in	progress,	and	the	update	percentage：実行中の表示と更新率の更
新

・	 Success：成功しました。
・	 Firmware	update	done：ファームウェアの更新終了。
・	 Cancel	done：キャンセルが実行されました。
・	 No	active	firmware	update：稼働中のファームウェア更新はありません。
・	 Applying	not	confirmed：適用が確認されません。（適用したファームウェア
更新コマンドがレスポンスを受け取らないとき）

・	 Cancel	not	confirmed：キャンセルが確認されません。（適用したキャンセル
コマンドがレスポンスを受け取らないとき）

・	 Fail：失敗しました。

4)	センサボードファームウェアの更新
	 	「Update	Sensor	Board	Firmware」コマンドによって，無線フィールド機器のセンサー
ボードのファームウェアを更新することができます。

	 センサボードファームウェア更新手順
1.	 ファームウェアコマンドドロップダウンリストから「Update	Sensor	Boar	
Firmware」コマンドを選択します。

	 <Update	Sensor	Board	Firmware>	画面が開きます。
2.	 この画面から，ファームウェアの更新を始めたい機器を	EUI-64	アドレスにより
選択します。各更新操作に対して一種類の機器しか選べません。

3.	 ブラウズ	[Browse]	をクリックし，選択した目的の機器のタイプに合ったセンサ
ボードファームウェアの更新ファイルパッケージを選択し，[開く ]	をクリック
します。

4.	 必要があればCommitted	Burst の値を変更してください。値の意味については補
足を参照してください。

	 通常はデフォルト値 -15 のままとしてください。
5.	 更新を実行するために確認を要求されます。[OK]	をクリックすると更新が実行
され，[Cancel]	をクリックすると更新が中止されます。
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6.	 コマンドが送信されると，“The	command	has	been	successfully	sent.	Check	
Commands	Log” のメッセージが表示されます。

7.	 コマンドログに新しく送信されたコマンドが表示され，“Upload	started” の応答
があります。

補足 複数の機器を選択した場合，システムはそれぞれの機器に別々にコマンドを実行します。これらのコマンド
は，コマンドログにそれぞれリストアップされ，それぞれのコマンドには個別のトラッキング番号が付けら
れます。

	

図C3-31b

補足 Committed	Burst 値は，周期的通信以外に使用される通信バンド幅を規定します。
正の数値の場合，一秒あたりのパケット送信数を示します。（例えば「２」の場合，毎秒 2パケットの送信
が保証される）
負の数値の場合，パケットあたりの送信時間を示します。（例えば「-15」の場合，15秒に 1パケットの送
信が保証される）

重要 
一度にセンサボードファームウェアの更新を行う台数は 25台までとしてください。
台数がこれを超える場合は一旦 25台のセンサボードファームウェアの更新作業を完了
させ，その後残りの台数に対してセンサボードファームウェアの更新作業を行ってくだ
さい。

補足 フィールド機器のファームウェア更新は無線を通じて行われます。ゲートウェイ側の更新作業を行うと，
フィールド機器は再度 Join 動作を行います。Join 完了まで最大 30分間程度フィールド機器の更新操作を待
つ必要が生じるため，フィールド機器の通信スタック更新を先に行うことを推奨します。
センサボードファームウェア更新は，通信スタックが先に更新されていることが必要です。また更新完了ま
で 11時間程度を必要とします。
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5)	センサボードファームウェアの更新キャンセル
	 このコマンドによって，処理中のセンサボードファームウェアの更新をキャンセル
することができます。
1.	 ファームウェアコマンドドロップダウンリストから，「Cancel	Sensor	Board	
Firmware	Update」コマンドを選択します。

	 <Cancel	Sensor	Board	Firmware	Update>	画面が開きます。
2.	 この画面のドロップダウンリストから	EUI-64	アドレスにより機器を選択し，[OK]
をクリックします。

	 更新コマンドキャンセルは一回に一台の機器に対してのみ実行可能です。
3.	 <Command	Results>	画面には，Response	欄に操作結果が表示されます。
	 コマンドは，次の応答を返します。

・	 Success：操作成功しました。
・	 device	not	exists：機器が存在しません。
・	 timeout：操作がタイムアウトしました。
・	 no	active	firmware	update：稼働中のファームウェアの更新はありません。

図C3-31c

6)	センサボードファームウェアの更新状態の確認
	 オブジェクト属性の読み込み（Read	Object	Attribute）コマンドを利用してセンサボー
ドファームウェアのバージョンと更新状態を確認することができます。

	 ( 手順については Page	C3-28 参照 )
1.	 [Read	Object	Attribute] ボタンをクリックします。
2.	 <Read	Object	Attribute> 画面に，以下のように TSAP	ID，オブジェクト IDおよ
び属性 IDを入力し，[OK] をクリックします。

	 TSAP	ID=2，　OID=2，　AttrID=3　　（UDO.State）
3.	 <Command	Results> 画面の Response 欄に表示される値の意味は以下のとおり
です。値が 1から 0へ変化すれば更新終了です。

	 1=Downloading　　0=Idle
4.	 <Read	Object	Attribute> 画面に，以下のように TSAP	ID，オブジェクト IDおよ
び属性 IDを入力し<Command	Results> 画面の Response 欄に表示される値でセ
ンサボードファームウェアのバージョンを確認することができます。

	 TSAP	ID=2，　OID=1，　AttrID=1　　（UAPMO.VersionRevision）
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C3.3.2.2.4 読み込み（Readings）
「Readings」タブのページで，機器から受け取った最後の読み込みデータを参照すること
ができます。これらは，Publish/Subscribe コマンドにより実行されます。このページに
アクセスするには「View」メニューの「Readings」を選択するか，ツールバーの [ ] ボ
タンをクリックしてください。	

図C3-32

機器タグ (Device	Tag) により，読み込み情報にフィルターにかけることができます。読
み込み機器を検索するには，機器タグ入力フィールドに機器タグかその一部を入力し，	
[ ] ボタンをクリックします。このシステムは，入力フィールドに提供された文字列を
含むタグを持つすべての機器に対して，それぞれの属性から最後の読み込みデータを検
索します。結果は，一覧表に表示されます。ここには，以下の読み込みまれた情報が含
まれます。	
•	 Device	Tag：機器タグ
•	 Device	EUI-64	address：機器固有の 64bit アドレス
•	 Timestamp：読み込みの日付	
•	 TSAP	ID，Object	ID，Attribute	ID：パラメータの階層構造の各 ID
•	 Status：受信されたデータの品質を 16進表記で示す
•	 Data	Type：データ型（Float，Unsigned32）
•	 Value：受信された値，工業データ値で示す。
•	 Reading	Type：読み込みのタイプ
一覧表に表示された読み込み結果が現在のページを超過した場合，グリッドの下にある
ページコントロールを使って検索件結果を別のページに移すことができます。このペー
ジで [ ] ボタンをクリックすると，検索結果を後で使用するためにCSVフォーマットの
ファイルにエクスポートすることができます。	
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C3.3.2.2.5 コマンドログ（Commands Log）
コマンドログは，接続している YFGW710 から，無線フィールド機器に出されたコマンド
をすべて記録しています。このコマンドには，ほかのクライアント（たとえば，フィー
ルド無線コンフィグレータ，フィールド無線用OPCサーバなど）によって出されたコマ
ンドを含みます。「Command	Log」タブのページにアクセスするには，「View」メニュー
の「Commands	Log」を選択するか，ツールバーの [ ] ボタンをクリックします。	
機器タグ (Device	Tag)，コマンド (Command)，またはコマンドステータス (Command	
Status) によって，このコマンドログにフィルタがかけられます。コマンドステータスの
表記は，つぎの状態を示しています。
•	 New：データベースにコマンドが出された状態
•	 Sent：機器にコマンドが送信された状態
•	 Responded：機器がコマンドに応答した状態
•	 Failed：コマンドの実行に失敗した状態

図C3-33
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コマンドを検索するためには機器タグ入力フィールドにタグか，タグの一部を入力し，
[ ] ボタンをクリックします。結果は，上記の画面のように一覧表に表示されます。各
コマンドについて以下の情報が表示されます。	
•	 Tracking	Number：トラッキング番号（コマンドの内部 ID）
•	 Device	Tag：機器タグ
•	 EUI-64	address：EUI-64 アドレス（コマンドの相手先機器のMACアドレス）	
•	 Command：実行したコマンドの名前	
•	 Parameters：パラメータ（適用可能ならば，コマンドによって選ばれたパラメータの
説明）	

•	 Status：コマンド操作の現在の状態
•	 Time	Posted：コマンドが送出された時刻	
•	 Time	Response：コマンドの応答を受けた時刻
•	 Response：コマンドに応答があった場合は送出されたコマンドに対する応答内容を
示し，コマンドが失敗した場合はエラー理由の表示です。

一覧表の任意の行をダブルクリックすると，そのコマンドの<Command	Results> 画面が
開きます。
システムによって自動的に送出されたコマンドは，デフォルトでは非表示になっていま
す。これらを表示するには，「Command	Log」タブのページの [Show	system	generated	
commands] をチェックし [ ] ボタンをクリックしてください。	
リストにあるコマンドが現在のページを超過した場合，グリッドの下にあるページコン
トロールを使って検索結果を別のページに移動することができます。	
後に参照するために，[ ] ボタンをクリックして，このページの検索結果をCSV	フォー
マットのファイルにエクスポートすることができます。

C3.3.2.2.6 ユーザアカウント（User Accounts）
管理者権限を持つユーザは，「User	Accounts」タブのページからシステムユーザを管理で
きます。
ユーザの作成，ユーザの役割に基づいた権限の付与，ユーザの編集・削除を行うことが
できます。このページにアクセスするために，「View」メニューの「User	Accounts」を選
択してください。
ユーザは一覧表内に下記の情報を含むリストで表示されます。
•	 Username：ユーザに割り当てられたユーザ名
•	 Full	name：ユーザのフルネーム
•	 Role：ユーザの役割

図C3-34
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ユーザの役割について
役割とは，一連の権利から構成され，ユーザに付与するシステムのさまざまな操作を行
う権限です。あらかじめ定義された３つの役割があり，フィールド無線用管理ツールの
機能へのアクセスはユーザに割り当てられた役割によって制限されます。
●	 Administrator：管理者権限
	 この権限をもったユーザは，システムの全機能を操作できます。
●	 Power	User：パワーユーザ
	 この権限には，通常ほとんどの管理者権限が委任されます。ただし，システムを変
更するような操作に関しては制限があります。パワーユーザが使用できない機能は
以下です。

・System	Upgrade：システム更新
・User	Accounts：ユーザアカウント操作

●	 Regular	User：通常のユーザ
	 この権限は一番制限が多く，パワーユーザの権限の制限に以下の制限が追加されま
す。

・リセット機器コマンドを実行できません。
・ファームウェアコマンドを実行できません。

■ ユーザの追加
1.	 ツールバーの [ ] ボタンをクリックし，<Account	Information>画面を開きます。	
2.	 画面の必要な情報を入力フィールドに入れます。役割ドロップダウンリストからユー
ザに割り当てたい役割を選択し，[OK] をクリックするとユーザが追加されます。

図C3-35

補足 すべてのフィールドに入力が必要です。新規ユーザの追加用に画面が開けられた時，[パスワードの設定 ]
のオプションがチェックされて，パスワード編集ボックスが有効となっています。
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■ ユーザの編集
1.	 ツールバーの [ ] ボタンをクリックし，<Account	Information>画面を開きます。
2.	 画面の入力フィールドの内，[Set	Password] からチェックマークがはずされパスワー
ドの編集ボックスが無効の状態にされ，現在の値が入っています。	

3.	 この画面でフィールドを更新します。ユーザパスワードも変更したい場合は，[Set	
Password] のチェックボックスにマークをつけ，パスワードボックスを有効にします。

4.	 新しいパスワードを入力します。
5.	 [OK] をクリックし，変更を保存します。	

図C3-36

■ ユーザの削除
ユーザを削除するには，「User	Account」タブのページからユーザを選択し，ツールバー
の [ ] ボタン	をクリックします。選択したユーザを削除する前に，システムは削除の確
認を求めてきます。[OK] をクリックするとそのユーザは削除されます。削除をやめる場
合は [キャンセル ]をクリックしてください。
一回に一人のユーザが削除できますが，現在ログインしているユーザは削除できません。

C3.3.2.3 ヘルプ（Help）メニュー
ヘルプメニューでは，アプリケーションのバージョン情報を表示します。
<About> 画面は，フィールド無線用管理ツールのバージョン情報とアプリケーションの
概要を表示します。

図C3-37



IM 01W01F01-01JA

C4-1	 	 ＜ C4.		機能の制限＞

C4. 機能の制限
YFGW710 やその設定 ･監視ソフトウェアのバージョン固有の機能制限・重要注意事項に
ついて説明します。

C4.1 フィールド無線用コンフィグレータ

C4.1.1 Publish（更新）周期と機器台数のエラーチェックに関
する注意事項

■ 対象ソフトウェアバージョン：R1.02.00

■ 内容

● Publish（更新）周期と機器台数のエラーチェックに関する注意事項
フィールド無線コンフィグレータでは，更新周期が混在する場合，“A4.2	無線システム仕様”
の “■無線フィールド機器接続台数と Publish（更新）周期” で示された値以外の値を更
新周期に設定することができます。ただし，この場合のシステム動作は保証されません。
必ず “A4.2	無線システム仕様” の “■無線フィールド機器接続台数と Publish（更新）周期”
に従って更新周期を設定してください。

更新周期が混在しない場合（単一周期の場合），最大 10台までの機器に対し更新周期を
1秒に設定することができます。11台目以降の機器に対し 1秒を設定した場合は「The	
Message	Count	Per	Second	is	Exceeded」というエラーメッセージが表示され，11台以上
の機器に対し更新周期に 1秒を設定することはできません。
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