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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，YFGW410 フィールド無線用管理ステーション（以降，
YFGW410 と記述）について説明します。
機能については，YFGW410 を中心に構成するフィールド無線システムのシステム概要，
フィールド無線ネットワークの構築・設定・立ち上げ・運用の説明の中で YFGW410 に関
わる部分を説明します。
YFGW410 に内蔵され，YFGW410 を介してフィールド無線ネットワークを設定・管理す
るためのツールであるフィールド無線用管理コンソールの使用方法も本書の中で説明し
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 01W02D01-11JA YFGW410
フィールド無線用管理ステーション 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，最初に必ずお読みください。

本機器は ATEX などの海外防爆の認証を取得しています。これらの認証が必要な場所に
設置し運転する際には，以下の英文取扱説明書に記載の注意事項をお読みいただいてか
ら取扱いを開始してください。

英文取扱説明書：
IM 01W02D01-01EN (YFGW410 Field Wireless Management Station User's Manual)
IM 01W02D01-11EN (YFGW410 Field Wireless Management Station Read Me First)

■ 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。
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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｝

● ソフトウェア操作の説明の中で使用する記号
［　］で囲った文字

ソフトウェア操作の説明の中で，動作を選択・実行するために画面内に表示されるボタ
ンを示します。
例：

機能を実行するには［OK］ボタンを押します。

＜＞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，および画面内の項目名
等を示します。

■ 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，"IM01W02D01-11JA YFGW410 フィールド無線用管理
ステーション 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。
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■ 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
れる箇所がありますが，ユーザー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 : YFGW410 フィールド無線管理ステーション

資料番号 : IM 01W02D01-01JA
版No. 改訂日付 ページ 訂正・変更箇所
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パートA. フィールド無線システム構成概要
YFGW410 と関連する機器である YFGW510/YFGW520 フィールド無線用アクセスポイン
ト（以降，YFGW510 と記述）, YFGW610 フィールド無線用メディアコンバーター（以降，
YFGW610 と記述），および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 
に準拠した工業用フィールド無線ネットワークを構築します。
ここでは，これらの機器で実現するフィールド無線システムの代表的な構成例について
説明します。

A1. 最小構成

FA0101.ai

ホストシステム

フィールド無線用
管理ステーション
（YFGW410）

フィールド無線用
管理コンソール

フィールド無線用
アクセスポイント
（YFGW510）フィールド無線

ネットワーク
（ISA100.11a）

無線フィールド機器

図A1-1 最小構成例（有線バックボーン通信の場合）

無線フィールド機器のプロセスデータを監視・記録する目的の最小構成のシステムです。
無 線 フ ィ ー ル ド 機 器，YFGW510，YFGW410， お よ び デ ー タ 監 視・ 記 録 用 の 機 器

（DAQSTATION，STARDOM 等）あるいは Modbus/TCP 通信に対応するホストシステム (DCS，
SCADA 等 ) で構成されます。
フィールド無線サブネット（YFGW510 とその下位の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）は無線フィールド機器を最大 100 台まで収容できるので，
この構成の場合にはフィールド無線システムとして最大 100 台まで無線フィールド機器
を接続できます。
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YFGW410 には，最大 20 までのフィールド無線サブネットを接続することができます。
YFGW410 と YFGW510 間のフィールド無線バックボーンは，3 種類の方法から選択でき
ます。
● 図 A1-1 に示す，100BASE-TX オプションを装備した YFGW510 との有線通信。
● 図 A1-2 に示す，YFGW410 の側に光ネットワーク／メタルネットワーク変換機能の

YFGW610 を接続し，光ネットワーク通信オプションを装備した YFGW510 と光ネッ
トワークケーブルで伝送する光ネットワーク。

● 図A1-3に示す，YFGW410の側に無線LANアクセスポイント(他社推奨製品)を接続し，
無線 LAN クライアント仕様の YFGW510 との間で無線 LAN を使用する無線通信。

フィールド無線ネットワーク構築のための設定や管理は，YFGW410 に内蔵されたプログ
ラムであるフィールド無線用管理コンソールを YFGW410 のフィールドネットワークイン
タフェースあるいは保守診断インタフェースに接続した PC で起動して実行します。
無線ネットワークを構成して立ち上げるためには，次の機器にパラメータ設定が必要で
す。手順については，プロビジョニングとコンフィグレーションの項目を参照してくだ
さい。
● YFGW410    機器自身のパラメータ，ネットワークの構成情報，ホスト

システムとの通信情報等
● YFGW510    機器自身のパラメータ  

無線 LAN のパラメータ（無線 LAN クライアント仕様の場合）
● 無線フィールド機器 プロビジョニング，センサ部のパラメータ等

フィールド無線ネットワーク稼働後の無線フィールド機器のパラメータ設定・管理は，
フィールドネットワークインタフェースに接続された PRM(Plant Resource Manager) で実
行することができます。ホストシステムのセキュリティポリシーが許容する場合に限り，
YFGW410 の保守診断インタフェースに接続した PC にインストールした FieldMate でパ
ラメータ設定・保守を実行することもできます。

重要 
ホ ス ト シ ス テ ム が CENTUM の 場 合 に は，PRM(Plant Resource Manager) を 用 意 し，
YFGW410 経由で無線フィールド機器の設定・管理を実行します。ホストシステムが
CENTUM 以外の場合には，無線フィールド機器のパラメータ設定・管理は FieldMate で
実行します。
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FA0102.ai

フィールド無線用

アクセスポイント

（YFGW510）フィールド無線

ネットワーク

（ISA100.11a）

ホストシステム

フィールド無線用

管理ステーション

（YFGW410）

フィールド無線用

管理コンソール

フィールド無線用

メディアコンバーター

（YFGW610）

光ネットワーク

無線フィールド機器

図A1-2 最小構成例（光ファイバー・バックボーン通信の場合）

この構成では，YFGW610 と YFGW510 間を光ネットワークケーブルで接続します。
YFGW410 の近くに YFGW610 を設置して光ネットワークとメタルネットワークのメディ
ア変換をする必要があります。YFGW410 と YFGW510 の距離が離れている場合，ノイズ
環境の悪い場合，および雷対策の必要な場合等に有効な方法です。
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無線 LAN アクセスポイント
（社外品）

無線 LAN アクセスポイント
（社外品）

無線 LAN無線 LAN

Subnet A Subnet B

FA0103.ai

フィールド無線用
アクセスポイント

（YFGW510）
フィールド無線

ネットワーク
（ISA100.11a）

フィールド無線用
アクセスポイント

（YFGW510）
フィールド無線

ネットワーク
（ISA100.11a）

ホストシステム

フィールド無線用
管理ステーション

（YFGW410） フィールド無線用
管理コンソール

無線フィールド機器無線フィールド機器

図A1-3 最小構成例（無線LAN バックボーン通信の場合）

この構成例では，フィールド無線バックボーンに無線 LAN アクセスポイント（他社推奨
製品）を設置し，それぞれの YFGW510 は無線 LAN 経由でフィールド無線バックボーン
に接続します。無線 LAN 経由で YFGW510 を接続した場合は，1 つのフィールド無線サ
ブネット当たり 1 台の YFGW510 を設置することができます。従って，YFGW510 を 2 台
設置して機器の冗長化をすることはできません。無線 LAN 冗長化仕様の YFGW510 を使
用し無線 LAN アクセスポイントを 2 台設置することにより，無線 LAN 通信経路の二重化
をすることが可能です。
また，YFGW410 には他のフィールド無線バックボーン通信の場合と同様に最大 20 まで
のフィールド無線サブネットを接続することができます。
各無線サブネット内には最大 100 台までの無線フィールド機器を接続することが可能な
ので，YFGW410 には合計最大 500 台の無線フィールド機器を接続できます。

推奨する無線 LAN アクセスポイントに関しては，G2.7 推奨・実績機器一覧を参照してく
ださい。
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A2.  フィールド無線通信を冗長化した最小
構成

ホストシステム

フィールド無線用
管理ステーション

（YFGW410）

フィールド無線用
管理コンソール
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フィールド無線用
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（YFGW510）

フィールド無線
ネットワーク

（ISA100.11a）

無線フィールド機器
FA0201.ai

図 A2-1　フィールド無線通信を冗長化した最小構成例

フィールド無線ネットワークを冗長化した構成です。フィールド無線サブネット内に
YFGW510 を 2 台配置して，無線フィールド機器は両方の YFGW510 と通信すること

（Duocast）により，無線フィールド機器から YFGW410 までの通信経路が冗長化されます。
この冗長化で，無線環境における様々な障害を受けにくくなり，通信品質を高く保つこ
とができます。
1 つのフィールド無線サブネットには，100 台までの無線フィールド機器を接続すること
が可能なので，YFGW410 に合計最大 500 台の無線フィールド機器を接続できます。
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A3.  フィールド無線用管理ステーション冗
長化構成

HIS HIS/ENG PRM フィールド無線用管理 PC
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NTP
サーバ
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フィールド無線用
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フィールド無線
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無線フィールド機器 FA0301.ai

Ethernet

図 A3-1　フィールド無線用管理ステーション冗長化システム構成例

この構成例は，YFGW410 を 2 台用いてフィールド無線バックボーン機器および通信経路
を冗長化しています。
YFGW410 に加えて YFGW510 も冗長化することにより，無線フィールド機器が Duocast 
を使用することが可能となるため，通信経路が完全に冗長化され通信の信頼性が非常に
高いシステムになります。
2 台の YFGW410 は仮想的に 1 台の YFGW410 として動作し，フィールド無線バックボー
ンに接続された機器やホストシステムはこの仮想的な YFGW410 に対してアクセスを行い
ます。
一方の YFGW410 がメンテナンスや故障で正常に機能していない状態でも，もう一方の
YFGW410 が通信を継続するので，1 つの故障がフィールド無線システムに影響を及ぼす
ことはありません。
YFGW410 を冗長化する構成でも，1 つのフィールド無線サブネットでは 100 台までの無
線フィールド機器を扱えます。YFGW410 には，この YFGW510 を冗長化したフィールド
無線サブネットを最大 10 まで設定することができます。システム全体では，最大 500 台
の無線フィールド機器を接続することができます。
無線ネットワークの設定・管理は PC を YFGW410 に接続しフィールド無線用管理コンソー
ルを起動して実行します。
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重要 
ホ ス ト シ ス テ ム が CENTUM の 場 合 に は，PRM(Plant Resource Manager) を 用 意 し，
YFGW410 経由で無線フィールド機器の設定・管理を実行します。ホストシステムが
CENTUM 以外の場合には，無線フィールド機器のパラメータ設定・管理は FieldMate で
実行します。

重要 
YFGW410 の冗長化構成を使用する場合は，CENTUM VP R5.02.00 以降を使用してくださ
い。
詳細については，FIO 対応サブシステム通信のユーザーズマニュアル（R6: IM 33J20A30-
01JA, R5: IM 33K03L20-50）を参照してください。

重要 
YFGW410 の冗長化構成を使用する場合は，運転側と待機側で，ファームウェアのバー
ジョン，およびライセンスや通信プロトコルなどの仕様を合わせる必要があります。
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A4.  システムの高度冗長化の構成例
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図 A4-1 システムの高度冗長化の構成例

この構成は，YFGW410 の冗長化構成に加えてホストシステムの Modbus/TCP クライア
ント機器も冗長化したものです。横河電機製品では，CENTUM VP の FCS ( フィールドコ
ントロールステーション ) が Modbus/TCP クライアントの冗長化構成に対応しています。
詳細については，CENTUM VP のユーザーズマニュアル（R6: IM 33J20A30-01JA, R5: IM 
33K03L20-50）を参照ください。
冗長化構成された YFGW410 は，双方の Modbus/TCP クライアントに対して仮想的な 1
台の YFGW410 として動作します。また，フィールド無線バックボーン機器毎に Layer 
2 スイッチを設置することによって，フィールド無線バックボーンネットワークを冗
長化することが可能です。ここで使用する Layer 2 スイッチは，時刻同期プロトコル
IEEE1588v2，および RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 等のループ検知機能に対応した
製品を使用してください。
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YFGW410 を冗長化構成にて構築する場合に YFGW510 との接続は，以下のどちらかの方
法にする必要があります。
● YFGW410 と YFGW510 を 1 対 1 で直接接続します。（図 A3-1 フィールド無線用管理

ステーション冗長化システム）
● それぞれの YFGW510 に対して 1 つの Layer2 スイッチを用意し，Layer2 スイッチ間を，

ループを組むように接続します。（図 A4-1 システムの高度冗長化）

フィールド無線バックボーンで動作確認され推奨する Layer2 スイッチは，G2.7 推奨・実
績機器一覧を参照してください。

重要 
YFGW410 を正常に動作させるために，フィールド無線バックボーンネットワークに
Layer2 スイッチを使用する場合は，Layer2 スイッチの IEEE1588v2 (E2E 2-step TC モード )
および RSTP 等のループ検知機能を有効にする必要があります。推奨機器ではない Layer 
2 スイッチの使用は，動作保障の対象外となります。

重要 
ホ ス ト シ ス テ ム が CENTUM の 場 合 に は，PRM(Plant Resource Manager) を 用 意 し，
YFGW410 経由で無線フィールド機器の設定・管理を実行します。ホストシステムが
CENTUM 以外の場合には，無線フィールド機器のパラメータ設定・管理は FieldMate で
実行します。

重要 
YFGW410 の冗長化構成を使用する場合は，CENTUM VP R5.02.00 以降を使用してくださ
い。
詳細については，FIO 対応サブシステム通信のユーザーズマニュアル（R6: IM 33J20A30-
01JA, R5: IM 33K03L20-50）を参照してください。

重要 
YFGW410 の冗長化構成を使用する場合は，運転側と待機側で，ファームウェアのバー
ジョン，およびライセンスや通信プロトコルなどの仕様を合わせる必要があります。
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パートB. YFGW410製品内容

B1.  はじめに
YFGW410 の機能やハードウェア構成の概略について説明します。
YFGW410 は，フィールド無線ネットワークの中核の機器で，フィールド無線ネットワー
クを構成・管理するとともに上位ホストシステムとのデータの橋渡しの役割をします。
フィールド無線ネットワークに必ず 1 台（機器の冗長化を行う場合には 2 台）必要です。
YFGW410 は，DIN レールに取付けて使用する構造で，現場盤や壁に取り付けキャビネッ
トに収納して使用します。
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B2.  YFGW410の機能概要
YFGW410 の機能の概要を説明します。
YFGW410 は，システムマネージャー，セキュリティマネージャー，およびゲートウェイ
の機能を搭載しています。また，ホストシステム，フィールド無線用管理 PC，およびフィー
ルド無線用設定 PC 等を適切なネットワークに接続するためのスイッチングハブの機能も
搭載されています。

B2.1 システムマネージャー
システムマネージャーは，無線フィールド機器の無線通信管理，フィールド無線バックボー
ン機器の設定，およびフィールド無線ネットワークのデータベースの機能を持ちます。
無線フィールド機器の無線通信管理機能は，無線フィールド機器の通信経路の確立を行
い，無線フィールド機器の接続 / 切断 (Join/Leave) の状態を監視し，異常が発生すると
フィールド無線用管理コンソールに通知します。また，通信実行時に，後述のセキュリティ
マネージャーと連携してその可否の判断をします。
フィールド無線バックボーン機器の設定機能は，YFGW410 と YFGW510 の IP アドレスや
ネットワークアドレス等の初期設定を行うものです。
フィールド無線ネットワークのデータベース機能は，YFGW410 に内蔵されたネットワー
クの情報に関するデータ管理と，YFGW410 の冗長化構成時のデータ同期を管理します。

B2.2  セキュリティマネージャー
セキュリティマネージャーは，無線フィールド機器の認証，暗号鍵の管理を行う機能です。
Join Key や Session Key 等の無線フィールド機器のネットワークへの参加や通信実行時の
暗号鍵の生成，更新，削除を行うとともに，通信の実行可否を管理します。

B2.3  ゲートウェイ
YFGW410 は，フィールド無線ネットワークと上位ホストシステムや保守システムとの橋
渡しの役割をします。
Modbus 通信では，無線フィールド機器のデータをホストシステムとの間で伝送します。
ホストシステムにデータを伝送するためには，伝送するプロセス値，デバイスステータ
ス，アラート情報等のデータをあらかじめレジスタにマッピングする必要があります。
YFGW410 が対応する Modbus ファンクションについては，G2.8 Modbus ファンクション
を参照してください。
ISA100.11a プロトコル通信では，ホストシステムからの要求に応じて，フィールド無線
ネットワークの状態やネットワーク内の機器の状態等の情報を伝送します。また，機器
設定・管理システムと無線フィールド機器間の要求 / 応答通信を中継します。
ゲートウェイは，フィールド無線ネットワークに送信される通信量を抑制するためと，
ホストシステムへの応答時間を改善するために，無線フィールド機器の診断情報を内部
にキャッシュする機能を持ちます。
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重要 
Modbus 通信において，YFGW410 でマッピングされてないレジスタにアクセスした場
合に，0 以外のデータが含まれている可能性があります。

重要 
保持レジスタ書出しを使用する場合は，CENTUM VP R5.02.00 以降を使用してください。
詳細については，FIO 対応サブシステム通信のユーザーズマニュアル（R6: IM 33J20A30-
01JA, R5: IM 33K03L20-50）を参照してください。

B2.4  無線ネットワーク設定・管理機能他
YFGW410 は，フィールド無線ネットワーク構成のための設定や管理のためのツールを機
器自身の Web ページに内蔵しています。YFGW410 にフィールド無線用管理 PC を接続し
て，PC にインストールされたインターネットエクスプローラ（IE：Internet Explorer）か
らフィールド無線用管理コンソールを起動して，設定や管理を行います。

フィールド無線用管理コンソールと YFGW410 との通信は暗号化されておりセキュアな通
信を確保しています。さらに，アクセス管理リスト (Access Control List) を用いて意図し
ない機器／ネットワークからのアクセスを制限することができます。
YFGW410 は Wurldtech 社の Achilles 認証 (Achilles レベル 1 認証 ) を取得しています。
Achilles 認証の詳細については当社までお問い合わせください。
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B3.  機器の構成と各部の名称

B3.1  正面

保守診断インタフェース

シャットダウンスイッチ

電源接続コネクタ

同期コネクタ

フィールド無線
バックボーン
インタフェース2

フィールド無線
バックボーン
インタフェース3

フィールド無線
バックボーン
インタフェース4

フィールド無線
バックボーン
インタフェース1

RS-485接続コネクタ

稼働状態表示LED

リセットスイッチ

シリアルポート

フィールドネットワーク
インタフェース1

フィールドネットワーク
インタフェース2

フィールドネットワーク
インタフェース3

FB0301.ai

図B3-1 YFGW410前面

B3.2  上面

RS-485 接続コネクタ

接地端子

電源接続コネクタ

FB0302.ai

図B3-2 YFGW410上面
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B3.3  側面・背面

FB0303.ai左側面

銘板

右側面

DIN レール取付金具

背面

図B3-3 YFGW410側面・背面

B3.4 RS-485設定スイッチ

SW602 SW604 SW603 SW605

上部カバースイッチ番号 RS-485設定スイッチ

プリント基板 FB0304.ai

図B3-4 RS-485設定スイッチ

B3.5 各部の機能概略
表 B3-1  YFGW410各部の機能概略一覧

名称 摘要 詳細参照先
RS-485
接続コネクタ

Modbus/RTU 通信を使用するホストシステムへ接
続するために使用します。

C4.4

RS-485 
設定スイッチ

ホストシステムとの配線（4 線式 /2 線式）を設定
します。

C4.4
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名称 摘要 詳細参照先
稼働状態表示 LED RDY,SYN,ACTIVE 3 個の LED で YFGW410 の稼働状

態を表示します。
F2.2

リセットスイッチ YFGW410 をリセットします。 B3.6
シャットダウンスイッチ YFGW410 をシャットダウンします。 B3.7
保守診断
インタフェース

フィールド無線ネットワーク設定・保守のための
フィールド無線用管理コンソール用 PC を接続しま
す。
無線フィールド機器を無線ネットワーク経由で設
定・管理するために FieldMate をインストールした
PC を接続することもできます。（CENTUM VP が共
存しないシステムで使用する場合に限られます。）

C4.4

シリアルポート YFGW410 の保守専用ポートです。（通常のネット
ワーク構築・運用時には使用しません。）

C4.1

フィールドネットワー
クインタフェース

（3 回線）

Modbus/TCP，ISA100.11a プロトコル通信等を使用
するホストシステムへ接続するために使用します。

C4.4

電源接続コネクタ YFGW410 への供給電源を接続します。 C4.2
同期コネクタ YFGW410 の冗長化時に同期通信を行うために 2 台

を相互に接続します。冗長化しない場合には終端
コネクタを装着します。

C4.4

フィールド無線バック
ボーンインタフェース

（4 回線）

フィールド無線バックボーンネットワークを構成
する YFGW510，YFGW610，および無線 LAN アク
セスポイントを接続します。

C4.4

DIN レール取付金具 YFGW410 を DIN レールに固定します。 C3.3

B3.6 リセットスイッチ
YFGW410 本体をリセットします。6 秒以上押し続けることで，YFGW410 本体内部のデー
タベースの初期化を行います。データベースの初期化を行うと，設定情報は全て消えて
しまいます。データベースの初期化を行う際には，事前に設定のバックアップを取得し
てください。

警告 
YFGW410 本体内部のデータベースの初期化を行う際は，RDY LED が緑に点灯するまで，
電源を切らないでください。データベースの初期化が失敗し，正常に動作しない場合が
あります。

B3.7 シャットダウンスイッチ
YFGW410 本体のシャットダウンを行います。シャットダウンスイッチを使用する際には，
6 秒以上押し続けてください。シャットダウンした YFGW410 は，電源の OFF/ON を行う
ことによって起動します。
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B4.  納入品確認
製品が納入されましたら，内容の確認をお願いします。
製品仕様が注文内容と合っているか，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。

RS-485 接続コネクタ

電源接続コネクタ

DVD-ROM

IM 01W02D01-11JA 
YFGW410 フィールド無線用管理ステーション
はじめにお読みください

終端コネクタ（もしくは同期ケーブル）

YFGW410

FB0401.ai

図B4-1 納入品の確認

● 紙のマニュアル（IM01W02D01-11JA　YFGW410 フィールド無線用管理ステーション 
はじめにお読みください） 
仕様コードの " マニュアル言語 " で " 和文 " を指定の場合に付属します。

● ソフトウェア媒体（F9194TA） 
仕様コードの " ソフトウェア媒体 " で "DVD-ROM 添付 " を指定の場合に付属します。

● 終端コネクタ 
仕様コードの " 同期コネクタ終端処理 " で " ターミネータ付き " を指定の場合に付属
します。

● 同期ケーブル 
仕様コードの " 同期コネクタ終端処理 " で " 冗長化ケーブル付き " を指定の場合に付
属します。
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パートC. 設置
YFGW410 の設置について説明します。
YFGW410 の設置は，以下の手順で行ってください。
1.　YFGW410 の取付け
2.　電源，接地，信号ケーブルの配線

C1.  設置仕様
システムを安定して動作させるために，適切な環境に設置する必要があります。
YFGW410 の設置環境仕様の詳細を下表に示します。

表 C1-1  設置仕様一覧

項目 仕様 関連規格
周囲温度 動作時 -40 ～ 65℃（標高 2000m 以下）

-40 ～ 55℃ （標高 2000m 超 3000m 以下）
輸送／保管時 -40 ～ 85℃

周囲湿度 動作時 5 ～ 95％ RH（結露しないこと）
輸送／保管時 5 ～ 95％ RH（結露しないこと）

温度勾配 動作時 ± 10℃ /h 以内 JEIDA29 クラス B
輸送／保管時 ± 20℃ /h 以内

保護等級 IP20 IEC529
耐振動 0.15 mm P-P（5 ～ 58 Hz）

IEC68-2-6
1 G（58 ～ 150 Hz）

耐衝撃 15G 11ms（無通電，3 方向正弦半波） IEC68-2-27
高度 3000m 以下 （周囲温度に制限あり）
ノイズ 電界 3 V/m 以下（80MHz ～ 1GHz）

静電気放電 4 kV 以下 ( 接触放電 )，8 kV 以下 ( 気中放電 )
接地 D 種接地
冷却 自然空冷
取付け DIN レール取付け
供給電源 電圧範囲 10.8 ～ 26.4V DC 電圧範囲で使用

してください。
定格電圧 24V DC
許容リップル 1%p-p 以下

最大消費電力 10W

取扱 
注意 

周囲温度が 50℃以上の場合には，本体の表面温度が高温になります。素手で触れないよ
うに注意してください。
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重要 
・ 動作温度仕様は，機器の下部吸気温度の仕様です。自然空冷のための通風を妨げな

いように注意してください。またキャビネットなどに取り付ける場合，温度仕様が
キャビネットの周囲温度では無いことに注意してください。必要に応じて，キャビ
ネットに冷却ファンの取り付けなどを行ってください。

・ 直射日光は当たらないようにしてください。
・ 結露はいかなる場合にも発生しないようにしてください。
・ 室内の塵埃量は 0.3 mg/m3 以下にしてください。また，鉄粉，カーボンなどの導電

性のほこりは極力避けてください。
・ 硫化水素，亜硫酸ガス，塩素，アンモニアなどの腐食性ガスは極力避けてください。
・ 接地配線を他機器と共有しないでください。

■ YFGW410の振動条件
振動周波数が 58 Hz 以下の場合は，全振幅を 0.15 mm 以下とし，振動周波数が 58 Hz を
越える場合は次の関係式が成立するように設置してください。
 加速度（m/s2）＝ 2 π 2 × A × F2 × 10-3 ＜ 9.8（＝ 1 G）
  A：全振幅（mm）
  F：周波数（Hz）
全振幅の許容範囲を下図に示します。

10 30 50 70 90 110 130 150Hz
0

0.05

0.1

0.15

0.2

許容範囲

振動周波数

mm

全
振
幅

FC0101.ai

図 C1-1  全振幅許容範囲

■ YFGW410への無線機器のノイズの影響
トランシーバなどの無線機器をご使用になる場合の目安を以下に示します。原則として
は，無線機器を使用する際にはキャビネットの扉を閉めておいてください。

・ 出力 3W 以下のトランシーバでは 1m 以上の距離を，出力 10W 以下のトランシーバ
では 2m 以上の距離を確保して使用してください。

・ 携帯電話，PHS，コードレス電話など出力 1W 以下の無線機器の場合でも 1m 以上離
して使用してください。

・ 無線フィールド機器は 10mW で影響はないと考えられますが，疑義を生じさせない
ために，1W 以下の無線機器と同じように 1m 以上離してください。
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C2.  電源と接地
YFGW410 を安定に動作させるためには，良質の電源が必要です。

C2.1 電源
機器本体の電源は，本体上面のスプリング式端子へ供給します。

参照 YFGW410 の電源，消費電流の仕様については，GS 01W02D01-01JA も参照してください。

■ 突入電流
本体への電源投入時には，短時間ですが次表に示すような定常時の入力電流（消費電流）
の 10 倍以上のかなり大きな突入電流が流れる可能性があります。供給電源および保護装
置はこれらの突入電流に耐えるものにしてください。

表 C2- 1  突入電流仕様

項目 仕様 備考
突入電流 30A　2ms 以内 26.4V DC 時

参照 YFGW410 の電源配線方法は，C4.2 電源配線を参照してください。

警告 
・ フィールド無線用管理コンソールで設定情報を機器に書き込み中に停電が発生する

と，設定情報が破壊される可能性があります。（通常の運転時に停電が発生しても設
定情報が破壊されることはありません。） 

・ 停電を検知し，再スタートする際には，正常な通信状態に戻るまでに長時間を要す
る可能性があります。

・ これらを回避するためには，無停電電源供給装置から電源を供給してください。

重要 
・ YFGW410 は，電源スイッチが無いため，電源供給ラインの途中にブレーカあるいは

スイッチを入れることを推奨します。
・ 電源装置の過電流保護回路は，逆 L 字特性で自動復帰するものを推奨します。

C2.2 接地
YFGW410 を安定に動作させるためには，安定した接地が必要です。YFGW410 のハウジ
ングのフレームグランドを直接接地抵抗 100 Ω以下の D 種接地（第三種接地）に接続し
てください。

参照 YFGW410 の接地配線方法は，C4.3 接地配線を参照してください。
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C3.  取付け
YFGW410 は，汎用の計装盤等に取り付けられた DIN レールに取り付けてください。
そのほかの取付け方法には対応していません。

C3.1 取付け方向
YFGW410 は，自然空冷です。前後，左右，上下方向を正しく取り付けてください。

上

対流

対流

下 FC0301.ai

図C3-1  YFGW410取付け方向

重要 
・ YFGW410 の取り付けおよび取り外しを行う際は，必ず電源を OFF の状態で作業して

ください。
・ 上図のように上下の通風孔を空気の流れができるように設置してください。
・ 機器の上側は，自然空冷のための対流発生を妨げないよう，また電源供給端子台と

シリアル通信端子台の配線作業のためのスペースを考慮して，他の機器から 150mm
以上離してください。また，下側は自然空冷のための対流発生を妨げないよう，他
の機器から 100mm 以上離してください。

・ YFGW410 の側面は，供給電源および通信ケーブルの配線を通すためと，隣に設置さ
れる機器との発熱による影響を避けるためにそれぞれ 50mm 以上離してください。

・ 直射日光が当たらないようにしてください。
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C3.2 DINレールの取付け
DIN レールを盤やキャビネットの壁に取り付けます。YFGW410 等の重量やケーブルの張
力によって DIN レールが変形しないように，適切な間隔でねじ止めしてください。
YFGW410 の接地を理想的に行うには，DIN レールは絶縁ブッシュを介して盤等にねじ止
めして金属部から絶縁します。

絶縁ブッシュ

DINレール

絶縁ブッシュ

FC0302.ai

図C3-2  DIN レールの固定（絶縁ブッシュを使用）
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C3.3 本体の取付け
YFGW410 背面の DIN レール取付金具の両側の固定用ネジを "Lock" 表示と逆方向に回して
緩めます。ネジは緩めても落下しない構造になっています。
図 C3-3 に示すように YFGW410 背面の DIN レール取付金具の上側のつばを DIN レールの
上側に引っ掛けて，本体を水平の状態まで戻して，取付金具の下側のつばを DIN レール
の下端に引っ掛かる位置に合わせます。
DIN レール取付金具両端の固定ネジを "Lock" 表示の方向に回して締め付けます。本体と
DIN レールの間にガタの無いようにネジを締めてください。
DIN レールからの取り外しは，取付けと逆の手順で作業してください。
固定ネジは，3 回転程度緩めてください。

FC0303.ai

図 C3-3 YFGW410のDINレールへの取り付け手順
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FC0304.ai

図 C3-4  DINレールへの取り付け例

FC0305.ai

図 C3-5 DINレールへの取り付け例（冗長構成）
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C4.  電源・接地ケーブル，通信ケーブルの
配線

YFGW410 に接続する，電源ケーブル，接地ケーブル，および信号（通信）ケーブルの接
続について説明します。

C4.1 接続端子，通信ポート
YFGW410 に接続する電源ケーブルおよび上位シリアル通信の端子は，スプリング式端子
です。接地ケーブルはリング型圧着端子をハウジングにねじ止めします。
フィールド無線バックボーンインタフェース，フィールドネットワークインタフェース，
および保守診断インタフェースに接続する通信ケーブルは，Ethernet 用 RJ-45 コネクタで
接続します。
同期コネクタは，付属している同期ケーブルもしくは終端コネクタを接続してください。
シリアルポートは，お客様で配線する必要はありません。
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C4-2	 	 ＜ C4.		電源・接地ケーブル，通信ケーブルの配線＞

RS-485 接続コネクタ拡大

保守診断

インタフェース拡大

フィールドネットワーク

インタフェース部拡大

電源接続コネクタ拡大

同期コネクタ拡大

フィールド無線

バックボーン

インタフェース部拡大

FC0401.ai

図 C4-1  接続端子・通信ポート
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C4.2 電源配線
電源接続コネクタは，電源配線を接続する 4 ピンコネクタ接続スプリング式端子（フェニッ
クスコンタクト製：FKC 2.5/ 4-STF）と本体側のソケットの 2 つの部分で構成されています。
スプリング式端子台部は，両端 2 か所のネジを緩めることでソケットから分離できる構
造になっています。
配線作業時に YFGW410 の上面と側面に十分な余裕がある場合には，図 C4-2 に示すよう
にスプリング式端子部を本体に取り付けたままで，表示に従って +，－の線を接続します。
余裕がない場合には，スプリング式端子部を分離して配線をし，本体に固定する手順で
配線します。

重要 
電源配線の極性 +，－を間違えないように注意してください。YFGW410 は，電源スイッ
チが無いため，外部電源ラインには，スイッチまたはブレーカを使用してください。

1

2

3

4

FC0402.ai

図 C4-2 電源配線の接続手順
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スプリング式端子から電源ケーブルを取り外す際は，ケーブル挿入口に隣接する橙色の
箇所を下に押し込みながらケーブルを引き抜いてください。

FC0403.ai

図 C4-3  電源ケーブルの取り外し

● 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）
・ 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（CVV）：JIS C3401

● ケーブル太さ
・ 棒端子なしの場合：0.2 mm2 ～ 3.3 mm2（AWG24 ～ 12）
・ 棒端子を使う場合：0.2 mm2 ～ 2.5 mm2（AWG24 ～ 14）

● スプリング式端子への配線1（棒端子なしの場合）
・ 単線の場合には，被覆を剥いてそのまま使用し

ます。
 被覆を剥く芯線の長さは 10mm です。

・ 撚り線の場合には，被覆を剥いて芯線をよじっ
て使用します。

 芯線をよじった後の被覆を剥く芯線の長さは
10mm としてください。

 撚り線に半田上げすることは，絶対にお止めく
ださい。

 撚り線のばらけにより隣接する端子等と接触することが無いように十分に注意して
芯線を端子台に挿入してください。

ケーブル

芯線 被覆剥ぎ長さ

FC0404.ai
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● スプリング式端子への配線2（絶縁スリーブ付棒端子を使う場合の例）
棒端子は，配線時の芯線のばらけを防止します。使用する電線のサイズに合った棒端子
を選択してください。適用棒端子長さ（I2）が電線剥き長さと一致しない場合は，電線剥
き長さを優先し先端に芯線が出るようにしてください。先端に芯線が出ていても，途中
を棒端子で圧着していれば芯線がばらけることはなく支障はありません。
次の表に配線に使用する電線と適用可能な棒端子の一覧表を示します。
棒端子の圧着には，棒端子製造者の専用工具を使用することを推奨します。
 圧着工具の例：フェニックスコンタクト社　CRIMPFOX 6
棒端子と圧着工具の詳細については，フェニックスコンタクト社にお問い合わせください。

l1

l2

d 1

s 1

s 2

d 1

FC0405.ai

表 C4-1  電源配線ケーブル一覧

ケーブル 寸法 (mm) フェニックス
コンタクト

型式断面積
(mm2) AWG

剥き
長さ

(mm)
I1 I2 d1 S1 d2 S2

0.25 24 10 10.5 6.0 0.8 0.15 2.0 0.25 AI 0.25-6 BU
0.34 22 10 10.5 6.0 0.8 0.15 2.0 0.25 AI 0.34-6 TQ

10 12.5 8.0 0.8 0.15 2.0 0.25 AI 0.34-8 TQ
0.5 20 10 12.0 6.0 1.1 0.15 2.5 0.25 AI 0.5-6 WH

10 14.0 8.0 1.1 0.15 2.5 0.25 AI 0.5-8 WH
10 16.0 10.0 1.1 0.15 2.5 0.25 AI 0.5-10 WH

0.75 18 10 12.0 6.0 1.3 0.15 2.8 0.25 AI 0.75-6 GY
10 14.0 8.0 1.3 0.15 2.8 0.25 AI 0.75-8 GY
10 16.0 10.0 1.3 0.15 2.8 0.25 AI 0.75-10 GY

1.0 18 10 12.0 6.0 1.5 0.15 3.0 0.3 AI 1-6 RD
10 14.0 8.0 1.5 0.15 3.0 0.3 AI 1-8 RD
10 16.0 10.0 1.5 0.15 3.0 0.3 AI 1-10 RD

1.5 16 10 12.0 6.0 1.8 0.15 3.4 0.3 AI 1.5-6 BK
10 14.0 8.0 1.8 0.15 3.4 0.3 AI 1.5-8 BK
10 18.0 10.0 1.8 0.15 3.4 0.3 AI 1.5-10 BK

2.5 14 10 14.0 8.0 2.3 0.15 4.2 0.3 AI 2.5-8 BU
10 16.0 10.0 2.3 0.15 4.2 0.3 AI 2.5-10 BU
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重要 
・ 棒端子と圧着工具は，同一メーカのものを使用してください。
・ 棒端子と圧着工具は，電線の太さに合ったものを使用してください。
・ 接続するケーブルは，棒端子にしっかり奥まで差し込み，確実に取り付けてください。
・ 端子にケーブルの重みが直接加わらないように，ケーブルをケーブルクランプなど

にしっかりと固定してください。

C4.3 接地配線
YFGW410 を安定に動作させるためには，安定した接地が必要です。YFGW410 には，本
体上面の電源接続コネクタ横の M4 ネジに接続するフレームグランド（FG）と電源供給
スプリング端子にグランドが用意されています。
フレームグランドを接地に接続してください。電源供給スプリング端子のグランドには，
配線のシールド等を接続します。YFGW410 筐体の内部配線は下図のように接続されてい
ます。

YFGW410 筐体

-
+

NC

SG
RX -
RX +
TX -
TX +

電源端子 RS-485端子

接地端子

FC0406.ai

図 C4-4 接地端子の内部接続

安定に接地するためには，本体を取り付けた盤または DIN レールごと絶縁ブッシュなど
で外部キャビネットやラック等の金属部分から機能的に絶縁し，接地配線を行ってくだ
さい。接地は，接地抵抗 100 Ω以下の D 種接地（第三種接地）にフレームグランドのネ
ジから直接配線してください。フレームグランドの M4 ネジの締め付けトルクは 1.2 ～
1.5N・m としてください。他の機器と接地配線を共用しないでください。
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FC0407.ai

図 C4-5  接地端子の接続手順

● 使用ケーブル
産業機器絶縁ケーブル

［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）

● ケーブル太さ
2 mm2 ～ 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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C4.4 通信線配線

■ フィールド無線バックボーン
YFGW410 前面のフィールド無線バックボーンインタフェースに RJ-45 コネクタを終端に
取り付けた 100BASE-TX の規格に準拠したケーブルを取り付けます。

FC0408.ai

図 C4-6  フィールド無線バックボーンインタフェースへの接続

■ フィールドネットワーク
YFGW410 前面のフィールドネットワークインタフェースに RJ-45 コネクタを終端に取り
付けた 100BASE-TX の規格に準拠したケーブルを取り付けます。
原則として，ISA100.11a プロトコルでデータを伝送するシステム／機器を F1 ポートに接
続し，Modbus/TCP プロトコルを使用してデータを伝送するシステム／機器のケーブル
を F2 ポートあるいは F3 ポートに接続します。

■ RS-485
YFGW410 上部の RS-485 端子に，RS-485 接続コネクタを使用して，Modbus/RTU 通信を
使用するホストシステムと接続します。YFGW410 とホストシステムとの配線方法は，4
線式と 2 線式があります。配線方法の選択は，RS-485 設定スイッチをスライドさせて行
います。
YFGW410 とホストシステムとの接続は 1 対 1 で接続する必要があります。
RS-485 接続コネクタは，通信線配線を接続する 6 ピンコネクタ接続スプリング式端子

（フェニックスコンタクト製：FKC2.5/6-STF）です。通信線配線の RS-485 コネクタへの接
続方法については，C4.2 電源配線を参照してください。接続用ケーブルについては，ツ
イストペア一括シールドケーブル（RS-422/RS-485 通信用を推奨）を使用してください。

重要 
納入時は，RS-485 設定スイッチは全て OFF に設定してあります。RS-485 接続コネクタ
に接続する場合は，配線方法に合わせた設定を行ったのち，YFGW410 の電源を投入し
てください。



IM 01W02D01-01JA

C4-9	 	 ＜ C4.		電源・接地ケーブル，通信ケーブルの配線＞

● 4線式接続

TX+

TX-

RX+

RX-

SG

FG

TX+

TX-

RX+

RX-

SG

FG

R1 R2

R2

R1: 終端抵抗 120Ω (YFGW410に付属)，R2: 外部機器側の指示に従う

RS-485設定スイッチ

SW602 SW603SW604 SW605

OFF OFF OFF ON

FC0409.ai

外部機器YFGW410

図C4-7 4線式接続図

● 2線式接続

RS-485設定スイッチ

SW602 SW603SW604 SW605

ON OFF ON ON

FC0410.ai

TX+

TX-

RX+

RX-

SG

FG

TX+

TX-

RX+

RX-

SG

FG

R1 R2

R1: 終端抵抗 120Ω (YFGW410に付属)，R2: 外部機器側の指示に従う

外部機器YFGW410

図C4-8  2線式接続図

■ 保守診断インタフェース
YFGW410 前面の保守診断インタフェースに RJ-45 コネクタを終端に取り付けた 100BASE-
TX の規格に準拠したケーブルを取り付けます。このポートには，フィールド無線用管理
コンソールを起動・操作する PC を接続します。

重要 
上位ホストシステムが CENTUM 以外の横河電機製品あるいは他社製品の場合には，
FieldMate をインストールした PC をこのポートに接続して，フィールド無線を経由して
無線フィールド機器の設定・保守を行うことができます。上位が CENTUM システムの場
合には使用できません。
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■ 同期コネクタ
YFGW410 を冗長化する場合に，YFGW410 間の同期通信を行うために付属の同期ケーブ
ルを前面の同期コネクタに接続します。冗長化を行わない場合は，終端コネクタを接続
します。いずれかの接続が無い場合は，YFGW410 は動作しません。

重要 
・ 同期ケーブルは，両端とも D-SUB15 ピンです。同期ケーブルのコネクタは，止めネ

ジで同期コネクタに固定してください。付属のケーブル以外のケーブルを接続した
場合には動作が保障されません。

・ 同期コネクタに何も接続しない場合は，YFGW410 は動作しません。
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C5.  防爆配線
防 爆 形 製 品 の 配 線 を 含 め た 注 意 事 項 は "IM 01W02D01-11EN YFGW410 Field Wireless 
Management Station Read Me First" に記載されていますので，必ずお読みください。
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パートD. システム構築
この章では，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の流れとその
作業内容について説明します。

D1.  エンジニアリングの手順

ホストシステムの
エンジニアリング

（CENTUM VP, FAST/TOOLS, 
DAQSTATION, and so on）

システム
エンジニア

機器納品

無線フィールド機器
Provisioning

（FieldMate）

ネットワークの
エンジニアリング

（Configurator and YFGW410）

YFGW410 に設定情報を
ダウンロード

（Configurator）

YFGW510 の
エンジニアリング

（フィールド無線用
アクセスポイント設定ツール）

YFGW410
YFGW510
YFGW610

設置

無線接続の確認・調整
（Monitor）

設定情報バックアップ
（Configurator）

通信品質情報の記録
（Monitor）

機器パラメータ設定･調整
（FieldMate・PRM）

ループチェック

機器管理運転

機器パラメータ設定
（FieldMate・PRM）

無線フィールド機器設置

Provisioning
情報

機器担当者

機器担当者

機器担当者

機器担当者

ユーザ or 
Start-up

保全員Operators

Start-up

設定情報
（バックアップ）

ユーザ or
Start-up

Start-up or
無線の技術者

機器担当者

Start-up or
無線の技術者

Start-up or
無線の技術者

Start-up or
無線の技術者

Modbus
定義情報

FD0101.ai

図D1-1　無線システム構築のエンジニアリングフロー

本書では，フィールド無線システム構成機器を納入後に，お客様がネットワーク構築の
すべてのエンジニアリングを実行する場合を想定して説明します。横河電機がエンジニ
アリングを含めて受注した場合には，図 D1-1 のフローと異なる手順になる場合がありま
す。
図 D1-1 に示すように，お客様の要求に従って詳細設計されたフィールド無線システムを
構築するためには，次の３種類のエンジニアリングが必要です。

(1) 無線フィールド機器のプロビジョニング (Provisioning)・設定
(2) フィールド無線システムの構築
(3) 上位ホストシステムのエンジニアリング
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■ (1)：無線フィールド機器のプロビジョニング・設定
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フィールド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。
図 D1-1 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の項目があり
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

は無線フィールド機器をフィールド無線ネットワークに接続 (Join) する前に実行する
ことが必要です。
YFGW410 では，OOB(Out-of-band), OTA(Over-the-air) のプロビジョニング方式に対
応しています。詳細については，D3. プロビジョニングを参照してください。

・ 機器パラメータ設定および調整
 横河電機製の無線フィールド機器の場合，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，FieldMate を使用し赤外線アダプタを介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，機器据付け後にフィールド無線ネッ
トワーク経由で実施することもできます。

OOB プロビジョニング，機器据え付け前に機器パラメータ設定および調整の作業を実施
するには，FieldMate R2.03.00，もしくはそれ以降のバージョンを使用してください。
フィールド無線システムで使用する FieldMate および Device Files は，製品ウェブサイ
ト（http://www.field-wireless.jp/）の最新情報を確認のうえで適合するバージョンを使用
してください。詳細については，FieldMate のユーザーズマニュアル (IM 01R01A01-01) の 
パート N　ISA100.11a 無線機器を参照してください。
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■ (2)：フィールド無線システムの構築
この作業は，無線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
ルド無線ネットワークの詳細設計情報をもとに， YFGW410， YFGW510，および無線フィー
ルド機器を設定して，フィールド無線ネットワークを構築する作業です。
フィールド無線システムのネットワーク構築作業に始まり，YFGW410 へのダウンロード
作業，YFGW510 の設定作業，フィールド無線ネットワーク立ち上げや稼動状態の確認お
よび必要に応じてネットワーク構成の修正の作業，無線ネットワーク経由の無線フィー
ルド機器パラメータ設定・調整作業を行います。ネットワーク構築作業には，YFGW410
の冗長化の構築，無線フィールド機器の登録と機能，および通信経路の設定やプロセス
データの Modbus レジスタ定義を含みます。
詳細手順については，本書の D4.2.8 Modbus 設定を参照してください。

「YFGW410 へのダウンロード作業」，「フィールド無線ネットワーク立ち上げや稼動状態
の確認作業」は，お客様のプラントサイトに機器搬入・設置後，無線システムエンジニ
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。
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。

■ (3)：上位ホストシステムのエンジニアリング
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。
対象は，Modbus/TCP や Modbus/RTU でプロセスデータを読み／書きできるシステムア
プリケーション，ISA100.11a プロトコルで無線フィールド機器のプロセス値やパラメー
タを読み／書きできるアプリケーション，および OPC サーバに対応するアプリケーショ
ンです。
以下に対象アプリケーションの例を示します。

Modbus/TCP STARDOM，DAQWORX，DAQSTATION，DAQMASTER，
 CENTUM VP，FAST/TOOLS，他社 DCS/SCADA
Modbus/RTU DAQMASTER，他社 DCS/SCADA
ISA100.11a PRM，FieldMate 
OPC OPC サーバに対応するアプリケーション（CENTUM VP，FAST/TOOLS

他）
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。

重要 
CENTUM VP は，バージョンにより対応する機能に違いがあります。
・ CENTUM VP R4 は，R4.02.30 以降を使用してください。
 詳細については，リファレンス サブシステム通信編（FIO 対応）（IM 33M01A30-40）

を参照してください。
・ CENTUM VP R5 は，R5.02.00 以降を使用してください。
 YFGW410 の冗長化構成および無線フィールド機器の出力ブロックを使用する場合

は，CENTUM VP R5 を使用してください。詳細については，FIO 対応サブシステム通
信のユーザーズマニュアル（IM 33K03L20-50）を参照してください。
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D2.  エンジニアリングに使用するツール
図 D1-1 無線システム構築のエンジニアリングフローの作業項目には，このユーザーズマ
ニュアルで説明されているツールが項目に付随してカッコ内に表示されています。
ここでは，図 D1-1 に含まれる以下のツールについて説明します。

• コンフィグレータ（Configurator）
• モニター（Monitor）
• フィールド無線用アクセスポイント設定ツール
• FieldMate
• PRM(Plant Resource Manager)

D2.1 ツールの概要

■ コンフィグレータ（Configurator）
YFGW410 に内蔵されるフィールド無線用管理コンソール（Field Wireless Management 
Console）に含まれるツールで，フィールド無線ネットワークを構築するために使用しま
す。
ネットワークの詳細設計情報をもとに，YFGW410 の管理するネットワーク構成の設定情
報および，無線フィールド機器のプロビジョニング情報を使用してネットワークに参加
する機器とその役割，データ更新周期等の機能設定や Modbus レジスタへのデータ割り
付け等の情報を含むプロジェクトを作成します。
この情報を YFGW410 や無線フィールド機器にダウンロードします。
コンフィグレータは，PC を YFGW410 の保守診断インタフェースあるいは，フィールド
ネットワークインタフェースに接続し，インターネットエクスプローラでフィールド無
線用管理コンソールを呼び出すことによって起動します。

■ モニター（Monitor）
YFGW410 に内蔵されるフィールド無線用管理コンソール（Field Wireless Management 
Console）に含まれるツールで，コンフィグレータを使用して構築されたフィールド無線
システムの稼働状況を監視するために使用します。
フィールド無線ネットワークのパス毎の通信エラー率 (PER)，受信信号強度 (RSSI)，ネッ
トワーク構成図の表示，および無線フィールド機器の電池寿命等の情報を監視し表示し
ます。さらに，フィールド無線バックボーン機器の状態も表示します。
フィールド無線システム立ち上げ時の通信の安定度の判断や運転時の日常の状態監視に
使用します。
モニターは，PC を YFGW410 の保守診断インタフェースあるいは，フィールドネットワー
クインタフェースに接続し，インターネットエクスプローラでフィールド無線用管理コ
ンソールを呼び出すことによって起動します。
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■ フィールド無線用アクセスポイント設定ツール
YFGW510 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設定（機器タグ，パス
ワード）を行います。
このツールは，YFGW510 に付属する Windows PC のアプリケーションです。
無線 LAN クライアント仕様の YFGW510 の場合には，無線 LAN に関わるパラメータ（SSID
や Network Key 等）も設定します。
操作の詳細は，YFGW510 のユーザーズマニュアル (IM 01W02E01-01JA) または YFGW520 
のユーザーズマニュアル (IM 01W02E02-01JA) を参照してください。

■ FieldMate
フィールド機器のパラメータ設定用の別手配のアプリケーションです。
フィールド無線システムでは，赤外線アダプタを介して無線フィールド機器のプロビ
ジョニングと無線フィールド機器のパラメータ設定を行います。赤外線アダプタは，
FieldMate のユーザーズマニュアル (IM 01R01A01-01) で指定されている機種を用意してく
ださい。
YFGW410 の上位ホストシステムが横河製 CENTUM VP 以外で，後述の PRM を使用しない
場合には，YFGW410 の保守診断インタフェースに FieldMate をインストールした PC を
接続することによりパラメータ設定が可能となります。
操作の詳細は，FieldMate のユーザーズマニュアル (IM 01R01A01-01) を参照してください。

■ PRM (Plant Resource Manager)
フィールド機器の状態監視やパラメータ設定・管理をするための別手配のアプリケーショ
ンです。FDT フレームワーク上に FDT プロジェクトを作成して，DTM を介して無線フィー
ルド機器に接続して監視・設定・管理を行います。
PRM をインストールした PC を YFGW410 のフィールドネットワークインタフェースに接
続して使用します。
操作の詳細については，PRM のユーザーズマニュアル (IM 33Y05Q10-11) を参照してくだ
さい。

D2.2 フィールド無線用管理コンソールの使用法
YFGW410 に内蔵するフィールド無線用管理コンソール（Field Wireless Management 
Console）には，コンフィグレータ (Configurator) とモニター (Monitor) の 2 つのツールが
含まれます。
ツールの基本使用権は，次の通りです。

● フィールド無線用管理コンソール：　１ライセンス
● コンフィグレータ：　１クライアント
● モニター：　３クライアント
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D2.2.1 動作環境

● PC環境
項目 条件

CPU Intel Core i5-2520M または同等品以上
RAM 2GB 以上
HDD 40GB 以上（15GB 以上の空き領域）
通信インタフェース Ethernet 対応ネットワークポート
ディスプレイ 色：True Color(32 ビット以上 ) 推奨

解像度：1280 x 800 以上推奨

● PCのソフトウェア動作環境*1*2*3

対応 OS 種類
Windows 10 Pro*4 32/64 bit
Windows 7 Professional Service Pack 1 32/64 bit
Windows Server 2016 64 bit
Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack 1 64 bit

*1： 日本語版または英語版をサポートします。
*2： Microsoft .NET Framework 4.7.2 が必要です。
*3： 64bit OS については，WOW64（Windows 32-bit On Windows 64-bit）で動作します。
*4： Version 1809

● PCのインターネットエクスプローラ(IE)の対応条件
対応 IE バージョンで動作します。

対象 OS OS 標準 IE バージョン
Windows 10 Pro (32/64 bit) 11
Windows 7 Professional Service Pack 1  
(32/64 bit)

11

Windows Server 2016 (64 bit) 11
Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack 1 
(64 bit)

11
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D2.2.2 ツールの起動

● YFGW410の接続および起動
工場出荷状態の YFGW410 に設定をするには，電源を投入する前に電源，同期コネク
タ，フィールドネットワークインタフェース 1 の接続を行っておく必要があります。
YFGW410 の冗長化を行うためには，2 台の YFGW410 を専用の同期ケーブルで接続して
おく必要があります。
YFGW410 のフィールドネットワークインタフェース 1 には，ホストシステムを接続して
ください。フィールド無線用管理コンソールを起動する PC は，YFGW410 の保守診断イ
ンタフェースに直接接続します。
フィールドネットワークインタフェース 1 にホストシステムを接続しない場合は，フィー
ルド無線用管理コンソールを起動する PC をフィールドネットワークインタフェース 1 に
接続してください。
接続方法の詳細については，パート A フィールド無線システム構成概要および C4  電源・
接地ケーブル，通信ケーブルの配線を参照してください。

重要 
YFGW410 の起動時に，フィールドネットワークインタフェース 1 に何も接続しないか，
接続されていても稼働状態でない場合，YFGW410 はエラーを検出して正しく起動しな
い場合があります。

重要 
フィールド無線ネットワークを立ち上げて通常運転に入ってからは，フィールドネット
ワークインタフェース経由でフィールド無線用管理コンソールを起動するように設定し
てください。

● PCの設定
・ PC を保守診断インタフェースに接続する場合
 保守診断インタフェースの工場出荷時の IP アドレスは，192.168.200.101 です。PC

自身の IP アドレスを 192.168.200.xxx（xxx は，1 ～ 254 で 101 ～ 106，および同じ
ネットワークセグメントに接続された他の機器のアドレスを除く）に設定すると
YFGW410 と通信をすることができます。

・ PC をフィールドネットワークインタフェース 1 に接続する場合
 F1 ポートの工場出荷時の IP アドレスは，192.168.0.101 です。PC 自身の IP アドレス

を 192.168.0.xxx（xxx は，1 ～ 254 で 101 ～ 103，および同じネットワークセグメン
トに接続された他の機器のアドレスを除く）に設定すると YFGW410 と通信をするこ
とができます。

フィールド無線用管理コンソールは YFGW410 から PC にダウンロード起動しますので，
事前に PC にインストールするする必要がありません。

重要 
フィールド無線用管理コンソールは，プロキシサーバー経由では起動しません。PC のイ
ンターネットエクスプローラの「ツールメニュー」→「インターネットオプション」→「接
続タブ」→「LAN の設定」で「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックボック
スを外してください。
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● フィールド無線用管理コンソールの起動
YFGW410 の稼働状態表示 LED の RDY が，緑点灯となっていることを確認します。この
状態で，PC 上にてインターネットエクスプローラ（IE：Internet Explorer）を起動します。
インターネットエクスプローラの URL 入力欄に以下の URL を入力して接続します。

http://(PC を接続した YFGW410 の通信ポートの IP アドレス ):8080
http://192.168.0.101:8080

接続が成功すると図 D2-1 の画面が表示されます。

FD0201.ai

図 D2-1 フィールド無線用管理コンソール起動画面

この画面には，［Configurator］と［Monitor］の 2 つのボタンがあります。
・ [Configurator] フィールド無線ネットワークの構築
・ [Monitor]  フィールド無線ネットワークの運転状態を監視

重要 
フィールド無線用管理コンソールは，YFGW410 の起動時に稼働状態表示 LED の RDY が
緑点灯に変わった後，1 分程度経過してから使用可能になります。稼働状態表示 LED の
RDY の状態によっては，フィールド無線用管理コンソールにアクセスができない場合が
あります。稼働状態表示 LED の状態は，F2.2 YFGW410 の状態表示と対処を参照してく
ださい。
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● ログイン
［Configurator］ボタンまたは [Monitor] ボタンをクリックするとアプリケーションの起動

中画面が表示されます。

FD0202.ai

D2.2.1 動作環境に記載の .NET Framework がインストールされていない場合には，以下の
メッセージが表示されて起動することができません。この場合，必要な .NET Framework
をインストールしてください。

・ Windows 7/Server 2008 R2 の場合

FD0203.ai

・ Windows 10 の場合
Windows 10 には .NET Framework 4.7.2 がプリインストールされています。それをご使
用ください。

重要 
使用する PC によっては，インターネットエクスプローラのセキュリティ設定の変更を
要求される場合があります。表示された画面に従って，セキュリティレベルを変更して
ください。

以下のセキュリティ警告画面が表示される場合があります。その場合，この画面で実行
ボタンをクリックしてください。

・ Windows 10/Server 2016 の場合

FD0204.ai
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・ Windows 7/Server 2008 R2 の場合

FD0205.ai

アプリケーションの起動に成功すると，図 D2-2 の画面が開きます。

FD0206.ai

図 D2-2 ログイン画面

項目 摘要 入力文字制限 初期設定
User Name ログインユーザー名 半角 16 文字以内 admin *1

Password ログインパスワード 半角英数，非英文字（例 !,$,#,%) 
16 文字以内

!admin

*1  Administrator 権限を持ちます。

ユーザー権限には，次の 3 種類が用意され，それぞれに操作可能な機能が定義されてい
ます。

ユーザー権限種別 摘要
Administrator 監視・設定・制御，全ての操作の権限を持つユーザーです。
Power User 監視に加えて，監視データのファイル出力，冗長化状態の切

り替え，機器のリスタートなどが許可されたユーザーです。
Regular User 監視のみ許可されたユーザーです。
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ユーザー権限ごとの起動の可否を以下に示します。
ユーザー権限 

操作
Administrator Power User Regular User 参照先

コンフィグレータの起動 ○ D4
モニターの起動 ○ ○ ○ D5

他の PC で Administrator または Power User がログインしている場合，Regular User 権限
を持つユーザのみ新たにログインすることが可能です。

モニターは，ユーザー権限ごとに機能操作の可否があります。以下に機能操作の可否を
示します。

● ログイン
ユーザー権限 

操作
Administrator Power User Regular User 参照先

パスワード変更
（当該 ID)

○ ○ ○ D4.2.11

機器パラメータ読み出し ○ ○ D5.2.3

機器の再起動 ○ ○
D5.2.3
D5.2.8

YFGW410 の運転 /
待機状態の切り替え

○ ○ D5.2.3

監視データの出力 ○ ○ D5.2.8
ファームウェアダウン
ロード

○ D5.2.8

アカウント管理 ○ D4.2.11
OTA プロビジョニング管理 ○ D5.2.8
電池交換管理 ○ D5.2.8

重要 
コンフィグレータとモニターを同時に起動している場合，以下の操作は競合するため，同
時に実行しないでください。それぞれの操作が完了してから，実行するようにしてください。
・ 設定のダウンロード（コンフィグレータ）
・ OTA プロビジョニング管理（モニター）
・ ファームウェアダウンロード（モニター）
・ 機器パラメータ読み出し（モニター）
・ 機器の再起動（モニター）
・ YFGW410 の運転 / 待機状態の切り替え（モニター）

重要 
フィールド無線用管理コンソールのアクセス管理を有効にしている時，許可されていな
い IP アドレスからコンフィグレータまたはモニターを起動しようとすると，エラーダイ
アログにて通信エラー（"Communication Error: Failed to send or receive data"）のメッセー
ジが表示されます。
アクセス管理の詳細は，D4.2.1 YFGW410 の情報設定を参照してください。
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● コンフィグレータ（Configurator）の起動
フィールド無線用管理コンソールから，コンフィグレータを起動しログインが成功する
と，次の画面が表示されます。

FD0207.ai

図 D2-3 コンフィグレータ初期画面

この画面以降の操作については，D4. フィールド無線システムの構築の項で，エンジニア
リングの詳細とともに説明します。

● コンフィグレータ（Configurator）の終了
図 D2-3 の画面右上の [ × ] ボタンをクリックすることで終了することができます。または，
図 D2-3 の画面左上の「File」メニューから「Exit」を選択することで終了することができ
ます。詳細については，D4.2.11 その他の設定操作を参照してください。
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● モニター（Monitor）の起動
フィールド無線用管理コンソールから，モニターを起動しログインが成功すると，次の
画面が表示されます。ユーザー権限の種類と機能操作の可否については，本節のログイ
ンを参照してください。

FD0208.ai

図 D2-4 モニター起動画面

モニターが起動すると，YFGW410 で管理している情報を 1 分毎に自動的に更新します。

重要 
画面更新時に通信エラーなどの原因で，YFGW410 の情報が取得できなかった場合，エ
ラーダイアログにて "Communication Error: Failed to send or receive data" のメッセージ
が表示されます。この場合，次の項目を確認してください。
・ YFGW410 の RDY LED が緑になっていること。
・ YFGW410 と PC 間の接続ができていること。
・ PC の IP アドレスが，アクセス管理で許可されていること。アクセス管理については，

D4.2.1 YFGW410 の情報設定を参照してください。

この画面以降の操作については，D4. フィールド無線システムの構築の項で，エンジニア
リングの詳細とともに説明します。

● モニター（Monitor）の終了
図 D2-4 の画面右上の [ × ] ボタンをクリックすることで終了することができます。または，
図 D2-4 の画面左上の「File」メニューから「Exit」を選択することで終了することができ
ます。詳細については，D5.2.8 メニューバーから起動する機能を参照してください。 
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D3. プロビジョニング

■ プロビジョニングの目的
フィールド無線システムでは，どの無線フィールド機器と通信するのかを明確にするため
に，セキュリティ情報とネットワーク情報を設置前に設定する必要があり，この作業をプ
ロビジョニングといいます。YFGW410 は複数のプロビジョニング方式に対応しており，
お客様のセキュリティや利便性に応じた方式を選択することができます。プロビジョニン
グされていない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。

● プロビジョニングで設定するパラメータ
無線フィールド機器に対する機器タグ (Device Tag) と参加させるネットワーク ID 
(Network ID) およびネットワークに参加する際の暗号鍵 (Join Key) をプロビジョニング機
能により設定します。
● 機器タグ

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。
● ネットワーク ID

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。
2 ～ 65535 の値を設定してください。

● Join Key
128bit の暗号鍵で，通常はプロビジョニングデバイスが自動生成するため，入力の
必要はありません。

● YFGW410で使用できるプロビジョニング
● OOB プロビジョニング（赤外線通信を使用したプロビジョニング）

赤外線通信に対応した無線フィールド機器に対して FieldMate を使用し赤外線アダプ
タを介してプロビジョニングを実施することができます。FieldMate では「プロビジョ
ニングファイル ( プロビジョニング情報ファイル ) を使用する」方式と「プロビジョ
ニングファイル ( プロビジョニング情報ファイル ) を使用しない」方式を選択して使
用します。

● OTA プロビジョニング（無線通信を使用したプロビジョニング )
赤外線通信を使用せずに，ISA100.11a 無線通信だけでプロビジョニングを行うこと
ができます。

■ プロビジョニング方式の選択
コスト・利便性・リスク分析を行いある程度バランスを考慮し，ユーザのセキュリティ
ポリシーに適したプロビジョニング方式を選択してください。

● プロビジョニング方式選択の目安
● 赤 外 線 ポ ー ト を 持 つ 無 線 フ ィ ー ル ド 機 器 を 利 用 す る 場 合 は，ISA100 Wireless 

Compliance Institute (WCI) で規定されている OOB プロビジョニングを利用してくだ
さい。
・ 通常は「プロビジョニングファイルを使用する」方式を利用してください。この

方式では，プロビジョニングされた無線フィールド機器の情報はプロビジョニン
グファイルとしてフィールド無線用ゲートウェイにダウンロードして使用します。
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・ 無線フィールド機器とフィールド無線ゲートウェイが同じ敷地内になく情報共有
が簡単に行えない場合は，「プロビジョニングファイルを使用しない」方式を利用
することでプロビジョニングファイルの受け渡しを不要にできます。

● 赤外線ポートを持たない ISA100.11a 適合機器を利用する場合に限り OTA プロビジョ
ニングを利用することを推奨します。

重要 
弊社の無線フィールド機器は，「ご注文時指定事項」として以下の 2 つを指定することで，

「プロビジョニングファイルを使用しない」OOB プロビジョニングを施した状態で出荷
します。これにより無線フィールド機器に対するプロビジョニング作業を省略すること
ができます。
・ 機器タグ
・ ネットワーク ID

各プロビジョニング方式の特徴を以下の表に示します。

項目

プロビジョニング方式
OOB プロビジョニング

OTA 
プロビジョニング

プロビジョニング
ファイルを使用する

方式

プロビジョニング
ファイルを使用しな

い方式
プロビジョニングデバ
イスツール

FieldMate R2.03 以降 FieldMate R3.01 以降
フィールド無線用管
理コンソール

フィールド無線ゲート
ウェイ

YFGW410 YFGW410 R1.05 以降 YFGW410 R1.05 以降

無線フィールド機器

EJX-L シリーズ差圧・圧力伝送器
YTA510 温度伝送器
YTMX580 多点温度伝送器
FN シリーズフィールド無線用モジュール
赤外線ポートを持つ ISA100.11a 適合機器 
(*1)

赤外線ポートを持た
ない ISA100.11a 適
合機器 (*1)

プロビジョニングファ
イル

要 不要 不要

セキュリティ強度 高 高 中
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項目

プロビジョニング方式
OOB プロビジョニング

OTA 
プロビジョニング

プロビジョニング
ファイルを使用する

方式

プロビジョニング
ファイルを使用しな

い方式

各プロビ
ジョニン
グ方式に
応じた機
器登録の
手順

①  機器登録
前の作業

FieldMate で「プロ
ビジョニング情報
ファイルを使用す
る」プロビジョニン
グを実施。
プロビジョニング
ファイルをエクス
ポート。

FieldMate で「プロ
ビジョニング情報
ファイルを使用しな
い」プロビジョニン
グを実施。

コンフィグレータ
で，プロビジョニン
グの事前準備として
OTA プロビジョニン
グで使用するチャネ
ルを設定。

②  機器登録

コンフィグレータ
で，プロビジョニ
ングファイルをイン
ポートし，機器を登
録。

コンフィグレータで，プロビジョニング
ファイルを使用せずに機器タグ等を入力
の上，無線フィールド機器を登録。

③  機器登録
後の作業

モニターでフィールド無線ネットワーク
への接続 (Join) を確認。

モニターでプロビ
ジョニングネット
ワークを有効にして
OTA プロビジョニン
グを実施。
その後，モニターで
フィールド無線ネッ
トワークへの接続
(Join) を確認。

*1 ISA100 Wireless Compliance Institute (WCI) が認定した ISA100.11a 適合機器です。

各プロビジョニング方式を使用した機器登録の概略手順を以下に示します。

● 「プロビジョニングファイルを使用する」OOBプロビジョニングの場合
① 機器登録前の作業

FieldMateで「プロビジョニング情報ファイルを使用する」プロビジョニングを実施し，
プロビジョニングファイルをエクスポートします。またセンサ部パラメータ設定を
行います。
FieldMate のユーザーズマニュアル (IM 01R01A01-01) を参照ください。

② 機器登録
コンフィグレータでプロビジョニングファイルをインポートし，機器を登録します。
本書 D4.2.4 フィールド無線ネットワークの「プロビジョニングファイルから登録」
を参照ください。
機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

③ 機器登録後の作業
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。
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● 「プロビジョニングファイルを使用しない」OOBプロビジョニングの場合
① 機器登録前の作業

FieldMate で「プロビジョニング情報ファイルを使用しない」プロビジョニングを実
施します。またセンサ部のパラメータ設定を行います。
FieldMate のユーザーズマニュアル (IM 01R01A01-01) を参照ください。

② 機器登録
コンフィグレータで機器タグ等を指定して機器を登録します。
本書 D4.2.4 フィールド無線ネットワークの「機器情報の登録」を参照ください。
機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

③ 機器登録後の作業
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

● OTAプロビジョニングの場合
① 機器登録前の作業

コンフィグレータでプロビジョニングの事前準備として OTA プロビジョニングで使
用するチャネルを設定します。
本書 D4.2.3 ホッピングパターンの「プロビジョニングチャネル」を参照ください。

② 機器登録
コンフィグレータで機器タグ等を指定して機器を登録します。
本書 D4.2.4 フィールド無線ネットワークの「機器情報の登録」を参照ください。
機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

③ 機器登録後の作業
モニターでプロビジョニングネットワークを有効にし，OTA プロビジョニングを実
施します。
本書 D5.2.8 メニューバーから起動する機能の「OTA プロビジョニング管理」を参照
ください。
その後，モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信
品質等の詳細情報がすべて正常であることを確認します。

重要 
OTA プロビジョニングを行う場合は，事前にプロビジョニング情報が削除されている
必要があります。弊社の無線フィールド機器のプロビジョニング情報を削除するには
FieldMate R3.01 以降が必要です。

重要 
「プロビジョニングファイルを使用しない」OOB プロビジョニングを実施した機器に

Update Join Key 操作を実施することで，「プロビジョニングファイルを使用する」OOB
プロビジョニングを実施した機器と同等のプロビジョニング状態にすることできます。
ただし，その機器を他のゲートウェイあるいは異なるネットワーク ID のフィールド無
線サブネットに接続する場合は，機器に対してプロビジョニング情報の削除が必要とな
ります。
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D4. フィールド無線システムの構築
フィールド無線システムの構築手順の詳細を説明します。

D4.1 設定作業項目
ネットワークを構築するために，フィールド無線用管理コンソールでコンフィグレータ
を起動して以下の項目を設定します。

ツリーペインの項目名 作業の概要

■ YFGW410 Settings
YFGW410 の機器タグおよび YFGW410 冗長化時のフィール
ド無線バックボーンの Layer2 スイッチの設定

・ Interfaces
フィールド無線バックボーンおよび保守診断インタフェース
の IP アドレス設定，フィールドネットワークの使用可／否
と IP アドレス設定，フィールドシリアルの通信設定

・ Access Control Lists YFGW410 の各ポートの Access Control List への接続先登録
・ Time Source システムの時刻同期の方式選択
■ Operation Mode 無線ネットワークの運転モードの選択
■ Hopping Patterns フィールド無線サブネットで使用する通信チャンネルを設定

■ Field Wireless Networks
フィールド無線サブネットの Network ID，Protocol，Hopping 
Pattern とその内容説明を定義

・ Network ID 100
フィールド無線サブネット（Network ID 100 の場合）の情報
定義，フィールド無線用アクセスポイントの登録，および無
線フィールド機器の登録

■ Graphic Editor 機器の配置を平面図で視覚的に表示するための設定

■ Alert Settings
フィールド無線用管理コンソールのモニター（Monitor）で表
示する無線状態に関するパラメータの警告判断の閾値を設定

■ Sampling Settings プロセス値等の更新周期に関するパラメータ設定

■ Modbus Settings
プロセス値等の Modbus レジスタへのマッピング方法選択
と Input Register，Holding Register へのマッピング

■ Resource フィールド無線サブネット毎の無線帯域の使用率を表示

フィールド無線ネットワークの設定終了後に，設定内容を YFGW410，YFGW510，および
無線フィールド機器にダウンロードします。
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D4.2 設定の詳細
フィールド無線ネットワークの設定項目と手順を説明します。

D4.2.1 YFGW410の情報設定 (YFGW410 Settings)

■ 機器タグ，冗長化設定
コ ン フ ィ グ レ ー タ の 初 期 画 面 ( 図 D2-3) で，YFGW410 の 機 器 タ グ (Device Tag) と
YFGW410 を冗長化した時のフィールド無線バックボーン（YFGW410 と YFGW510 間）で
Layer2 スイッチ使用の有無を設定します。

機器タグの入力文字制限と出荷時の初期設定を以下に示します。機器タグを変更する場
合には，制限に従って入力してください。

項目 摘要 入力文字制限 初期設定

Device Tag 機器タグ
16 文字の半角大文字英数字，ハイ
フン，アンダースコア

YFGW410

YFGW410 の冗長化を示す「Enable Redundancy」チェックボックスは，YFGW410 の同期
コネクタに接続された同期ケーブルまたは終端コネクタの接続状態をもとに単独動作／
冗長化動作を判断して表示します。

項目 摘要 YFGW410 の状態 チェックボックス

Enable Redundancy
YFGW410
動作モード設定

単独動作 チェックなし
冗長化動作 チェックあり

また，Layer2 スイッチの使用の有無を示す「Use external Layer2 switch for Field Wireless 
Backbone Interface」チェックボックスは，次に示すように YFGW410 冗長化の設定によ
り初期値が表示されます。フィールド無線バックボーンで Layer2 スイッチを使用する場
合は，A4. システムの高度冗長化の構成例に記載された注意事項を守り，必ずチェックボッ
クスを有効にしてください。

Use external Layer2 switch for Field Wireless Backbone Interface チェックボックスの設定

YFGW410 の状態

チェックボックス

初期値
実構成

Layer2 スイッチあり Layer2 スイッチなし
（直結）

単独動作 チェックあり
チェックボックスの選択状態は無視されます 

（変更不可）
冗長化動作 チェックあり チェックあり チェックなし

重要 
この画面の設定情報を変更すると，設定情報をダウンロードする際に YFGW410 の再起
動が必要です。
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■ ネットワークインタフェース（単独動作設定の場合）
コンフィグレータのメニューツリーで「Interfaces」を選択すると，「フィールド無線バッ
クボーン（Field Wireless Backbone）」，「フィールドネットワーク 1（Field Network 1）」，

「フィールドネットワーク 2(Field Network 2)」，および「フィールドネットワーク 3(Field 
Network 3)」の 4 つのタブページが表示されます。

重要 
これらタブページの設定情報を変更すると，設定情報をダウンロードする際に YFGW410
の再起動が必要です。

● フィールド無線バックボーン（Field Wireless Backbone）
YFGW410 が単独動作設定の場合に「Field Wireless Backbone」タブページを選択すると，
図 D4-1 の画面が表示されます。

FD0401.ai

図 D4-1 フィールド無線バックボーン設定画面（単独動作設定の場合）

ここでは，YFGW410 内のフィールド無線バックボーンの IP アドレスの設定方法の選択と
YFGW410 の IP アドレス，サブネットマスクの設定を行います。

「Enable Automatic Backbone IP Address allocation」チェックボックスは初期設定でチェッ
クされており，以下に示す初期設定値が自動的に割り振られます。

「IP Address」と「Subnet Mask」を手動入力で設定する場合には，「Enable Automatic 
Backbone IP Address allocation」チェックボックスのチェックをはずしてください。

項目 摘要 初期設定
IP Address フィールド無線バックボーンの IP アドレス 192.168.200.101
Subnet Mask フィールド無線バックボーンのサブネットマスク 255.255.255.0

重要 
上表に示した IP Address+1 のアドレスは，YFGW410 の内部で使用されるので，他の機
器と重複しないように設定する必要があります。
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● フィールドネットワーク1（Field Network1）
YFGW410 が単独動作設定の場合に，「Field Network1」タブページを選択すると，図
D4-2 の画面が表示されます。

FD0402.ai

図 D4-2 フィールドネットワーク1設定画面（単独動作設定の場合）

ここでは，YFGW410 内のフィールドネットワーク 1 の IP アドレス，サブネットマスク，
デフォルトゲートウェイアドレスの設定を行います。
フィールドネットワーク 1 のアドレスは必ず設定する必要があります。

「Default Gateway Address」は，ルーターなどを使用して異なるネットワークセグメント
上のシステム (PRM 等 ) に接続する場合に，ルーターなどの IP アドレスを指定します。ルー
ター等を使用しない場合には，IP アドレスと同じアドレスに設定することを推奨します。
フィールドネットワーク 1 の初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に
合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定

IP Address
フィールドネットワーク 1 の
IP アドレス

192.168.0.101

Subnet Mask
フィールドネットワーク 1 の
サブネットマスク

255.255.255.0

Default Gateway Address
フィールドネットワーク 1 の
デフォルトゲートウェイアドレス

192.168.0.1

重要 
フィールドネットワーク 1 には，必ずホストシステムを接続して使用してください。
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● フィールドネットワーク2／3（Field Network2／3）
YFGW410 をホストシステムに接続する際に 1 つのネットワークのみを使用する場合は，
必ずフィールドネットワーク 1（Field Network1）に接続します。
ホストシステムのネットワークを分割する必要がある場合には，フィールドネットワー
ク 2 かフィールドネットワーク 3，あるいはその両方を使用します。そのため，フィール
ドネットワーク 2 およびフィールドネットワーク 3 の設定項目には，フィールドネット
ワーク 1 の設定項目に加えて，当該のインタフェースを有効にするか否かの設定が追加
されています。
フィールドネットワーク 2 を例にして説明します。
YFGW410 が単独動作設定の場合に，「Field Network2」タブページを選択すると，図
D4-3 の画面が表示されます。

FD0403.ai

図 D4-3 フィールドネットワーク2設定画面（単独動作設定の場合）

ここでは，YFGW410 のフィールドネットワーク 2 のインタフェースを有効にするか否か
の設定，および IP アドレス，サブネットマスクの設定を行います。「Enable F2 Port」チェッ
クボックスにチェックを入れると，IP アドレス，サブネットマスクの項目が設定できる
ようになります。
フィールドネットワーク 2 の初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に
合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定
Enable F2 Port フィールドネットワーク 2 の有効／無効を選択 チェックなし ( 無効 )
IP Address フィールドネットワーク 2 の IP アドレス 192.168.1.101
Subnet Mask フィールドネットワーク 2 のサブネットマスク 255.255.255.0

YFGW410 が単独動作設定の場合に，「Field Network3」タブページを選択すると，図
D4-3 と同様の画面が表示されます。
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設定項目はフィールドネットワーク 2 の場合と同様です。フィールドネットワーク 3 の
初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定
Enable F3 Port フィールドネットワーク 3 の有効／無効を選択 チェックなし ( 無効 )
IP Address フィールドネットワーク 3 の IP アドレス 192.168.2.101
Subnet Mask フィールドネットワーク 3 のサブネットマスク 255.255.255.0

● フィールドシリアル（Field Serial）
Modbus/RTU 通信を使用するホストシステムと YFGW410 上部の RS-485 端子を介して接
続する場合には，フィールドシリアル (Field Serial) を使用します。RS-485 の配線及び設
定スイッチについては，C4.4 通信線配線を参照してください。

「Field Serial」タブページを選択すると，図 D4-4 の画面が表示されます。

FD0404.ai

図 D4-4  フィールドシリアル設定画面

フィールドシリアル のパラメータの設定可能な値と初期値は以下の通りです。使用する
ネットワークの環境に合わせて変更してください。

項目 摘要 設定可能値 ( 初期値 )
Baud Rate (bps) RS-485 通信のボーレート 9600, 19200, 38400 (38400)
Parity RS-485 通信のパリティ None, Even, Odd (Even)
Stop Bit (bit) RS-485 通信のストップビット 1, 2 (1)
Modbus Address RS-485 通信の Modbus/RTU アドレス 1 ～ 254 (1)

重要 
Modbus/RTU では，最大 125 ワードに一度にアクセスすることができます。しかし，一
度にアクセス可能なワード数（データ量）は，使用する Modbus クライアントにより異
なります。このため，接続する Modbus クライアントによっては，フィールド無線ネッ
トワークに接続されている無線伝送器の一部からデータを取得できない可能性がありま
す。
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■ ネットワークインタフェース（冗長化動作設定の場合）
コンフィグレータのメニューツリーで「Interfaces」を選択すると，「フィールド無線バッ
クボーン（Field Wireless Backbone）」，「フィールドネットワーク 1（Field Network 1）」，

「フィールドネットワーク 2(Field Network 2)」，および「フィールドネットワーク 3(Field 
Network 3)」の 4 つのタブページが表示されます。

重要 
これらタブページの設定情報を変更すると，設定情報をダウンロードする際に YFGW410
の再起動が必要です。

● フィールド無線バックボーン（Field Wireless Backbone）
YFGW410 が冗長化動作設定の場合に「Field Wireless Backbone」タブページを選択すると，
図 D4-5 の画面が表示されます。

FD0405.ai

図 D4-5 フィールド無線バックボーン設定画面（冗長化動作設定の場合）

ここでは，YFGW410 内のフィールド無線バックボーンの IP アドレスの取得方法の選択と
IP アドレス，サブネットマスクの設定を行います。

「Enable Automatic Backbone IP Address allocation」チェックボックスは，初期設定でチェッ
クされており以下に示す初期設定値が自動的に割り振られます。
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「IP Address」と「Subnet Mask」を手動入力で設定する場合には，「Enable Automatic 
Backbone IP Address allocation」チェックボックスのチェックをはずしてください。

項目 摘要 初期設定

Virtual IP Address
フィールド無線用アクセスポイントからアク
セスするために使用するフィールド無線バッ
クボーンの仮想 IP アドレス

192.168.200.101

UNIT1 IP Address
同期ケーブルの UNIT1 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールド無線バックボーンの IP
アドレス

192.168.200.103

UNIT2 IP Address
同期ケーブルの UNIT2 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールド無線バックボーンの IP
アドレス

192.168.200.105

Subnet Mask Backbone Interface のサブネットマスク 255.255.255.0

重要 
UNIT1 IP Address+1 のアドレスと UNIT2 IP Address+1 のアドレスは，YFGW410 の内部で
使用されますので他の機器の IP アドレスと重複しないように設定する必要があります。

● フィールドネットワーク1（Field Network1）
YFGW410 が冗長化動作設定の場合に「Field Network1」タブページを選択すると，図
D4-6 の画面が表示されます。

FD0406.ai

図 D4-6 フィールドネットワーク1設定画面（冗長化動作設定の場合）

ここでは，YFGW410 内のフィールドネットワーク 1 の IP アドレス，サブネットマスク，
デフォルトゲートウェイアドレスの設定を行います。
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「Default Gateway Address」は，ルーターなどを使用して異なるネットワークセグメント
にホストシステム (PRM 等 ) に接続する場合にルーターなどの IP アドレスを指定します。
ルーター等を使用しない場合には，「Virtual IP Address」と同じアドレスに設定すること
を推奨します。
フィールドネットワーク 1 の初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に
合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定

Virtual IP Address
ホストシステムから接続するためのフィールド
ネットワーク 1 の仮想 IP アドレス

192.168.0.101

UNIT1 IP Address
同期ケーブルの UNIT1 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 1 の IP ア
ドレス

192.168.0.102

UNIT2 IP Address
同期ケーブルの UNIT2 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 1 の IP ア
ドレス

192.168.0.103

Subnet Mask フィールドネットワーク 1 のサブネットマスク 255.255.255.0
Default Gateway 
Address

フィールドネットワーク 1 のデフォルトゲート
ウェイアドレス

192.168.0.1

重要 
フィールドネットワーク 1 には，必ずホストシステムを接続して使用してください。

● フィールドネットワーク2／3（Field Network2／3）
YFGW410 が冗長化動作設定の場合に「Field Network2」タブページを選択すると，図
D4-7 の画面が表示されます。

FD0407.ai

図 D4-7  フィールドネットワーク2設定画面（冗長化動作設定の場合）



IM 01W02D01-01JA

D4-10	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

ここでは，YFGW410 のフィールドネットワーク 2 を有効にするか否かの設定，および IP
アドレス，サブネットマスクの設定を行います。

「Enable F2 Port」チェックボックスにチェックを入れると，IP アドレス，サブネットマス
クの項目が設定できるようになります。
フィールドネットワーク 2 の初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に
合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定
Enable F2 Port フィールドネットワーク 2 の有効／無効を選択 チェックなし ( 無効 )

Virtual IP Address
ホストシステムから接続するフィールドネット
ワーク 2 の仮想 IP アドレス

192.168.1.101

UNIT1 IP Address
同期ケーブルの UNIT1 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 2 の IP ア
ドレス

192.168.1.102
( 内部で使用 )

UNIT2 IP Address
同期ケーブルの UNIT2 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 2 の IP ア
ドレス

192.168.1.103
( 内部で使用 )

Subnet Mask フィールドネットワーク 2 のサブネットマスク 255.255.255.0

YFGW410 が冗長化動作の設定の場合に，「Field Network3」タブページを選択すると，図
D4-7 と同様の画面が表示されます。
設定項目はフィールドネットワーク 2 の場合と同様です。フィールドネットワーク 3 の
初期値は以下になります。使用するネットワークの環境に合わせて変更してください。

項目 摘要 初期設定
Enable F3 Port フィールドネットワーク 3 の有効／無効を選択 チェックなし ( 無効 )

Virtual IP Address
ホストシステムから接続するためのフィールド
ネットワーク 3 の仮想 IP アドレス

192.168.2.101

UNIT1 IP Address
同期ケーブルの UNIT1 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 3 の IP ア
ドレス

192.168.2.102
( 内部で使用 )

UNIT2 IP Address
同期ケーブルの UNIT2 コネクタに接続された
YFGW410 のフィールドネットワーク 3 の IP ア
ドレス

192.168.2.103
( 内部で使用 )

Subnet Mask フィールドネットワーク 3 のサブネットマスク 255.255.255.0
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■ アクセス管理リスト（Access Control Lists）
コンフィグレータのメニューツリーの「Access Control Lists」をクリックすると図 D4-8
の画面が開きます。

FD0408.ai

図 D4-8 アクセス管理リスト画面

アクセス管理リストには，YFGW410 に対する接続が許可された機器 ( PC，記録計，DCS 
の I/O カード他 ) の IP アドレスやネットワークの情報を登録します。登録された機器以外
からの，YFGW410 へのアクセスを制限をすることができます。

「Field Wireless Management Console」の欄には，フィールド無線用管理コンソールを起
動する PC の情報を登録します。「PRM, FieldMate, OPC Server」の欄には ISA100.11a プロ
トコルで通信するホストシステムの機器を，「Modbus Client」の欄には Modbus/TCP プ
ロトコルで通信するホストシステムの機器を登録します。
それぞれの項目は，アクセス管理の有効／無効を選択する「Enable Access Control」チェッ
クボックスと，アクセスを許可する機器のアドレスを登録する「Access List」で構成され
ます。
コンフィグレータのアクセス管理リストの設定を例に説明します。

「Enable Access Control」チェックボックスは，初期設定で無効 ( チェック無 ) に設定され
ています。チェックをするとアクセス管理リストの機能が有効になり，［Add］，［Edit］，

［Delete］のボタンが有効になります。

アクセス管理リストには，登録されているホストやそのネットワークの情報が表示され
ます。各ボタンの機能は以下の通りです。
ボタン名 機能
Add 新規項目を追加します。図 D4-9 の画面が表示されます。
Edit 選択した項目を編集します。図 D4-9 の画面が表示されます。
Delete 選択した項目を削除します。
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［Add］ボタンをクリックすると図 D4-9 の画面が表示されます。

FD0409.ai

図 D4-9 アクセス管理リスト個別登録画面

アクセス管理リストの設定は，個別機器の IP アドレスの指定「IP Address」，あるいはネッ
トワーク単位の指定「Network」が選択できます。「IP Address」が初期設定として選択さ
れています。

「IP Address」を選択した場合は，YFGW410 に接続する機器の IP アドレスを「IP Address」
欄に入力します。

「Network」を選択した場合は，ネットワークアドレスを「Network Address」欄にサブネッ
トマスクを「Subnet Mask」欄に入力します。
初期設定値は全て [0.0.0.0] です。
設定入力後に [OK] もしくは [Cancel] ボタンをクリックします。
ボタン名 動作

OK
入力情報にエラーが無い場合には，図 D4-8 画面の Access List 欄に追加され
ます。入力エラーがある場合には，図 D4-10 に示すように問題がある個所に
エラーアイコンとエラー内容を表示して修正を促します。

Cancel 登録情報を追加せずに，図 D4-8 の画面に戻ります。

FD0410.ai

図 D4-10 エラー表示画面
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［Edit］ボタンをクリックすると，アクセス管理リストで選択された機器の情報が図 D4-9
の画面に表示されますので，必要な変更を行います。
変更後に [OK] もしくは [Cancel] ボタンをクリックします。
ボタン名 動作

OK
入力情報にエラーが無い場合には，アクセス管理リストの情報が変更されま
す。入力エラーがある場合には，図 4-10 に示すように問題がある個所にエラー
アイコンとエラー内容を表示して修正を促します。

Cancel 登録情報を変更せずに，図 D4-8 の画面に戻ります。

アクセス管理リストで，削除する機器設定を選択し［Delete］ボタンをクリックすると，
図 D4-11 のダイアログが表示されます。

FD0411.ai

図 D4-11 削除確認ダイアログ

[OK] もしくは [Cancel] ボタンをクリックします。
ボタン名 動作

OK アクセス管理リストで選択した登録が削除されます。
キャンセル 登録情報を変更せずに，図 D4-8 の画面に戻ります。

■ 時刻源（Time Source）
YFGW410 が使用する時刻源（Time Source）の設定を行います。時刻源は，フィールド
無線用管理コンソールおよび YFGW410 からホストシステムに通知するための時間基準で
す。
YFGW410 とホストシステムの時刻を同期するためにはホストシステムが使用している 
NTP サーバーを指定します。ホストシステムと時刻同期をすることでデータに付加され
るタイムスタンプが，ホストシステムの時刻となります。
NTP サーバーを使用しない場合でも，フィールド無線ネットワークは YFGW410 の保持す
る時刻を基準に正常に動作しますが，データに付加されるタイムスタンプとホストシス
テムの時刻にずれが生じます。

コンフィグレータのメニューツリー「Time Source」を選択すると図 D4-12 の画面が表示
されます。
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FD0412.ai

図 D4-12 時刻源設定画面

時刻源の初期設定は，タイムサーバーを使用しない「Don't Use Time Server」が選択され
ています。NTP サーバーと時刻同期を行う場合には，「Use general purpose NTP server for 
message timestamp」ラジオボタンをクリックし，NTP サーバーの IP アドレスを入力し
てください。初期設定値は次のとおりです。IP アドレス：192.168.0.200

重要 
この画面の設定情報を変更すると，設定情報をダウンロードする際に YFGW410 の再起
動が必要です。
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D4.2.2 運転モード（Operation Mode）
フィールド無線システムは，1 つの運転モード（Expert Mode）のみに対応します。

コンフィグレータのメニューツリーの「Operation Mode」を選択すると図 D4-13 の画面
が表示されます。

FD0413.ai

図 D4-13 運転モード画面

画面には，「Expert Mode」ラジオボタンが選択された状態で表示されています。この画
面で，操作する項目はありません。

D4.2.3 ホッピングパターン（Hopping Patterns）
フィールド無線システムは，IEEE802.15.4 に規定されている 2.4000 ～ 2.4835GHz の帯域
内の 16 チャネルの周波数を使用して通信します。
同じ 2.4GHz を使用する他方式の無線システムとの共存するために，無線フィールド機器
は，あらかじめ決められた順番に従って無線チャネルを変更しながら通信を行います。
この無線チャネルの順番をホッピングパターン（Hopping Pattern）と呼びます。
フィールド無線システムが複数のフィールド無線サブネットで構成され，それらの無線
電波到達範囲が互いに重なる場合には，ホッピングパターンを変えてフィールド無線サ
ブネット同士の通信の衝突を防止して，安定な通信を実現します。

コンフィグレータのメニューツリーの「Hopping Patterns」を選択すると図 D4-14 の画面
が表示されます。
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FD0414.ai

図 D4-14 ホッピングパターン設定画面

下段の表でホッピングパターン自動生成のために使用する無線チャネルを選択し，上段
でアドバタイズチャネル（Channels for advertisement）を設定します。
アドバタイズチャネルは，無線ネットワークに新しい無線機器を参加させるための無線
チャネルです。
通常は，初期設定されたチャネルを変更する必要はありません。

■ アドバタイズチャネル（Channels for advertisements）
アドバタイズ通信のチャネルを設定します。初期設定は，デフォルトチャネル（チャネ
ル 14, 16, 19, 22）使用のラジオボタンが選択されています。通常は，初期設定のままでお
使いください。
別 の 通 信 チ ャ ネ ル を 変 更 す る 必 要 が あ る 場 合 は，「Use designated channels for 
advertisement」のラジオボタンを選択し，その下のコンボボックスでチャネルを選択し
ます。変更する場合は，当社のサービスあるいは営業担当にご相談ください。

■ プロビジョニングチャネル（Channels for provisioning）
OTA プロビジョニングで使用するチャネルを次の 3 種類から設定します。

設定値 説明
Default 15, 20, 25 チャネルを使用して，プロビジョニングを行います。プロセス

データ通信に使用するチャネルとプロビジョニング用チャネルが共有され
ます。( 初期値 )

15 15 チャネルをプロビジョニング専用チャネルとして使用します。
25 25 チャネルをプロビジョニング専用チャネルとして使用します。
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■ ホッピングパターン（Hopping Patterns）

● フィールド無線サブネットとホッピングパターン（Hopping Patterns per 
Subnet）
1 つのフィールド無線サブネットで使用するホッピングパターンの数を選択します。
多くの無線サブネットを使用し，各無線サブネットをシンプルなネットワークトポロジー
で構成する場合は，1 を選択します。
少ない無線サブネットを使用し，各無線サブネットを複雑なネットワークトポロジーで
構成する場合は，4 を選択します。

設定値 ホッピングパターン数 フィールド無線サブネット数 備考
1 最大 8 最大 20 初期値
4 最大 2 最大 5 ※１，※ 2

※ 1 使用するホッピングパターン数が 1 の場合は，Enable Channel が 10 以上必要です。
※ 2 使用するホッピングパターン数が 2 の場合は，Enable Channel が 15 以上必要で，ホッピングパターン

間で Enable Channel を同じにしてください。

重要 
この画面の設定情報を変更すると , 設定情報をダウンロードする際に YFGW410 の再起
動が必要です。

● ホッピングパターン設定表
ホッピングパターン設定表の各項目の内容は以下の通りです。
Pattern： ホッピングパターン名称
Enable： 当該パターンを有効にするかどうかの選択でチェックすると有効
Enable Channels： 当該パターンで使用する無線チャネルを有効にするかどうかの選択で

チェックすると有効
Optimization： 本画面の編集により，最適化再計算が必要となった時，チェック有り

となります。表の下の［Optimization］ボタンを押して，最適化計算
が成功するとチェックがなくなります。

重要 
[Optimization] チェックボックスにチェックがある場合，他の画面に切り替えることが
できません。［Optimization］ボタンをクリックして最適化計算を実行する必要がありま
す。

Pattern 名 "All" の行の「Enable Channels」の各無線チャネルのチェックを変更すると A
～ H の当該の無線チャネルチェックボックスの状態が同じように変更されます。

「Enable Channels」の右側の［i］ボタンを押すと，ISA100.11a フィールド無線と最も競
合の可能性のある無線 LAN の無線チャネルと周波数の関係を示す図 D4-15 の画面が表示
されます。
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FD0415.ai

図 D4-15 フィールド無線チャネルと無線LANチャネル画面

使用できる無線チャネルは，各国の電波法で規定されています。フィールド無線では 11
～ 26 までの 16 チャネルを使用できますが，初期設定は FCC（US）では使用できない 26
チャネルをはずして，ほとんどの国で許可されているチャネル 11 ～ 25 の 15 チャネルが
選択されています。国によってさらにチャネル制限のある場合や，無線 LAN などの他の
無線との競合で影響が許容できないため問題となる無線チャネルを使用しない場合には
当該のチェックボックスのチェックを外してください。

ホッピングパターン設定表の設定を完了して［Optimization］ボタンをクリックすると，
図 D4-16 の使用周波数が設置地域の無線規格に適合していることを確認するダイアログ
が表示されます。

FD0416.ai

図 D4-16 使用周波数確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックするとホッピングパターンの最適化計算が実行され，［Cancel］
ボタンをクリックするとホッピングパターン設定画面に戻ります。
ホッピングパターンの最適化計算が終了すると，図 D4-17 の画面が表示されます。
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FD0417.ai

図 D4-17 最適化計算の結果画面

この画面では最適化計算対象の各パターンの最適化の結果と全てのパターンの最適化に
成功したかどうかの状態が表示されます。
[Accept] もしくは [Cancel] ボタンをクリックします。
ボタン名 機能

Accept
全てのパターンの最適化が成功した場合に表示されます。
ボタンをクリックすると最適化計算結果画面からホッピングパターン設定画
面に戻り，「Optimization」のチェックが外れます

Cancel
ボタンをクリックと最適化計算結果画面からホッピングパターン設定画面に
戻ります。

重要 
[ ホッピングパターンの最適化 ] が成功し，ホッピングパターンが変更された場合には，
設定情報をダウンロードする際に変更されたホッピングパターンを使用しているフィー
ルド無線サブネットの再起動が必要です。

重要 
[Optimization] チェックボックスにチェックがある場合，他の画面に切り替えることが
できません。［Optimization］ボタンを押して最適化計算を実行する必要があります。
最適化計算に失敗した場合は，ホッピングパターンの設定を以下のように変更し，最適
化計算を再実行してください。
・ Hopping Pattern の種類を減らす。
・ Enable Channels のチェックを増やす。
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D4.2.4 フィールド無線ネットワーク（Field Wireless Networks）
コンフィグレータのメニューツリーの「Field Wireless Networks」を選択すると図 D4-18
の画面が表示されます。

FD0418.ai

図 D4-18 フィールド無線ネットワーク設定画面

ここで，YFGW410 に接続されるフィールド無線サブネットの設定を行います。
初期設定として，ネットワーク ID（Network ID）が 100 のフィールド無線サブネットが
登録されています。ここで，フィールド無線サブネットのネットワーク ID を登録すると，
画面のメニューツリーの「Field Wireless Networks」の下に登録したフィールド無線サブ
ネットが表示されます。
ボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能
Add フィールド無線サブネットを追加します。図 D4-19 の画面が表示されます。

Delete
選択したフィールド無線サブネットを削除します。図 D4-20 の画面が表示さ
れます。

・ フィールド無線サブネットの追加
 ［Add］ボタンをクリックすると，図 D4-19 の画面が表示されます。

FD0419.ai

図 D4-19 フィールド無線サブネット追加画面



IM 01W02D01-01JA

D4-21	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

 図 D4-19 の画面の「Network ID」の欄に追加するフィールド無線サブネットの ID を
入力して［OK］ボタンをクリックすると，追加したフィールド無線サブネットが一
覧表に追加されると共にメニューツリーの「Field Wireless Networks」の下に追加さ
れます。

 ネットワーク ID の設定範囲は，十進数で 2 ～ 65535 です。

・ フィールド無線サブネットの削除
 ［Delete］ボタンをクリックすると，図 D4-20 の画面が表示されます。

FD0420.ai

図 D4-20 フィールド無線サブネット削除警告画面

 図 D4-20 の画面で［OK］ボタンをクリックすると当該ネットワーク ID とその無線サ
ブネットに関連する全てのデータおよびグラフィック編集画面が削除されます。

■ フィールド無線サブネット設定（Network ID:100）
コンフィグレータのメニューツリーの「Field Wireless Networks」の下の「Network 
ID:100」（初期設定のネットワーク ID の場合）を選択すると「フィールド無線サブネット
情報（Network Information）」，「バックボーンルータ（Backbone Routers）」，および「無
線フィールド機器（Field Devices）」タブ画面が表示されます。

● フィールド無線サブネット情報（Network Information）
「Network Information」タブを選択すると図 D4-21 の画面が表示されます。

FD0421.ai

図 D4-21 フィールド無線サブネット情報画面
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ここでは，フィールド無線サブネットのホッピングパターン（Hopping Patterns）の選択
とフィールド無線サブネットの設定をします。

項目 摘要 初期設定

Network ID
前項で設定したフィールド無線サブネットの ID が
自動表示されます。

自動設定

Protocol

フ ィ ー ル ド 無 線 サ ブ ネ ッ ト で 使 用 す る プ ロ ト
コ ル を 設 定 し ま す。ISA100.11a-2009 ま た は
ISA100.11a-2011 から選択します。
ISA100.11a-2011 を使用する場合は，接続する機器
の対応状況を確認してください。

ISA100.11a-2009

Description フィールド無線サブネットの説明を記述します。 空白

Hopping Pattern

当該フィールド無線サブネットにて使用するホッ
ピングパターンをプルダウンメニューから選択し
ます。プルダウンメニューには，最適化計算され，
選択可能なホッピングパターン名が表示されます。

空白

Enable Channels
ホッピングパターンを選択するとそのパターンで
設定されている無線チャネルが自動表示されます。

空白

重要 
Protocol の変更，Hopping Pattern の選択，変更を行うと，設定情報をダウンロードす
る際に当該のフィールド無線サブネットの再起動が必要です。

● バックボーンルータ（Backbone Routers）
［Backbone Routers］タブを選択すると図 D4-22 の画面が表示されます。

FD0422.ai

図 D4-22 バックボーンルータ登録画面（初期状態）

ここで，フィールド無線サブネットを構成するバックボーンルータ機能を持つ，フィー
ルド無線用アクセスポイントを登録します。
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ボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能

Add
フィールド無線用アクセスポイントを追加します。図 D4-23 の画面が表示さ
れます。

Edit
選択したフィールド無線用アクセスポイントの登録情報を編集します。図
D4-23 の画面が表示されます。選択した行をダブルクリックしても同様に画
面が表示されます。

Delete 選択したフィールド無線用アクセスポイントを削除します。

○ ［Add］ボタンを押すと図 D4-23 の画面が表示されます。

FD0423.ai

図 D4-23 バックボーンルータ設定画面

設定項目の内容と初期設定は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Network ID フィールド無線サブネットのIDが自動表示されます。自動設定

Device Tag
フィールド無線用アクセスポイント設定ツールにて
設定した機器タグを入力します。自動付与された機
器タグから変更する場合は手動で入力します。

BBR001 から
昇順に付与

Model

フィールド無線用アクセスポイントの機種を選択し
ます。現在は，YFGW510 のみです。
YFGW520 を使用する場合でも，YFGW510 と指定し
てください。

YFGW510

Duocast ID

フィールド無線用アクセスポイントを冗長化し無線
フィールド機器を Duocast で接続する場合に，対に
するフィールド無線用アクセスポイントと同じ ID を
選択します。選択肢は，空白，A ～ H が選択できます。
Duocast 機能を使用しない場合には空白のままにしま
す。Duocast ID がすでに 1 台のフィールド無線用ア
クセスポイントに設定されている場合は，A:BBR001
のように [Duocast ID]:[ 機器タグ ] の形で表示されま
す。Duocast ID が，すでに 2 台のフィールド無線用ア
クセスポイントに設定されている場合は，A:Reserved
のように [Duocast ID]: Reserved の形で表示されます。

空白
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項目 摘要 初期設定

IP Address

フィールド無線用アクセスポイントの IP アドレスを
入力します。

「YFGW410 Settings」 ⇒「Interfaces」 の ＜ Field 
Wireless Backbone ＞画面の設定で，IP アドレスの自
動付与を選択した場合には表示された IP アドレスを
変更できません。

192.168.200.111
から昇順に自動
付与

Use Factory 
Default Password

初期設定パスワードを使用するかどうか設定しま
す。フィールド無線用アクセスポイント設定ツー
ルで設定したものと同じにする必要があります。
チェックボックスをチェックすると初期設定を使用
します。工場出荷時のフィールド無線用アクセスポ
イントの設定は，チェックありとなっています。

チェックあり

Password

初期設定パスワードを使用しない場合に手動入力し
ます。フィールド無線用アクセスポイント設定ツー
ルで設定したものと同じにする必要があります。文
字列は，半角数字，A ～ F までの半角英文字（大文
字小文字の区別があります）を使用することができ
ます。

空白

Duocast は，フィールド無線用アクセスポイントを含めてフィールド無線ネットワークの
通信経路を冗長化するために，無線フィールド機器が対になったフィールド無線用アク
セスポイントに同じデータを通信する方式です。無線フィールド機器の経路を設定する
ときは，必ず両経路が同じ Duocast ID のフィールド無線用アクセスポイントを設定して
ください。

設定，変更を完了後［OK］ボタンをクリックするとバックボーンルータ設定画面の情報
がメインペインの設定表に追加されます。［Cancel］ボタンをクリックするとバックボー
ンルータ設定画面の情報が破棄されます。

○ バックボーンルータ登録画面で編集する機器の行を選択し，［Edit］ボタンをクリッ
クすると，選択された機器の登録情報が図 D4-23 の画面に表示されます。

設定，変更を完了後［OK］ボタンをクリックすると当該フィールド無線用アクセスポイ
ントの情報が変更され，メインペインの設定一覧表に反映されます。［Cancel］ボタンを
クリックすると変更作業が破棄されて登録されているフィールド無線用アクセスポイン
トの設定情報は変更されません。

○ バックボーンルータ登録画面で削除する機器の行を選択し，［Delete］ボタンをクリッ
クすると図 D4-24 のダイアログが表示されます。

FD0424.ai

図 D4-24 削除確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックするとこの機器に関連した経路情報がすべて削除されます。
［Cancel］ボタンをクリックすると何も削除されずメイン画面表示に戻ります。
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重要 
フィールド無線用アクセスポイントの追加，変更，削除を行うと，設定情報をダウンロー
ドする際に当該のフィールド無線用アクセスポイントの再起動が必要です。

図 D4-25 に，Network ID:100 のフィールド無線サブネットに 2 台のフィールド無線用ア
クセスポイントを Duocast 設定あり，かつ初期設定パスワード使用で登録した例を示し
ます。

FD0425.ai

図 D4-25 バックボーンルータ登録の例
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● 無線フィールド機器（Field Devices）
「Field Devices」タブを選択すると図 D4-26 の画面が開きます。初期状態では，表の中に

何も登録されていません。

FD0426.ai

図 D4-26 無線フィールド機器一覧画面（初期状態）

ここで，フィールド無線バックボーンの下に配置される無線フィールド機器を登録しま
す。

ボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能

Add

新たな無線フィールド機器を登録します。プロビジョニングファイルを
使用せずに無線フィールド機器を登録する，以下の場合に使用します。

・  「プロビジョニングファイルを使用しない」OOB プロビジョニングを
実施した機器

・  工場でのプロビジョニングを実施した機器
・  OTA プロビジョニングを実施する機器

Edit
選択した無線フィールド機器の設定の変更を行います。図 D4-27 の画面
が表示されます。選択する機器の行をマウスのダブルクリックすること
でも同じ画面が表示されます。

Delete 選択した無線フィールド機器を削除します。

Import 
Provisioning 
file

プロビジョニングファイルを使用して無線フィールド機器を登録します。
「プロビジョニングファイルを使用する」OOB プロビジョニングを事前

に行い，その結果作成されたプロビジョニングファイルを読み込んで無
線フィールド機器を登録します。
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○ 機器情報の登録
[Add] ボタンを押すと図 D4-27 の画面が開きます。

FD0427.ai

 図D4-27　無線フィールド機器登録画面

この画面で，登録する無線フィールド機器の設定を行います。
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設定項目の内容と初期設定は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Pr
op

er
tie

s
Network ID フィールド無線サブネットの ID で自動表示されます。 自動設定

Device Tag 無線フィールド機器の機器タグを表示します。プロビ
ジョニング時に設定します。 DEV001

OTA 
Provisioning

当該機器を OTA プロビジョニングで無線ネットワー
クにジョインさせる場合に選択します。

チェック無
(OTA プロビ
ジョニングし
ない )

EUI-64 機器固有の 64bit ID。プロビジョニング時に取得しま
す。 空白

Join Key 無線ネットワークに参加する際の通信暗号化の鍵。
プロビジョニングで自動生成されます。 空白

Device Role
無線フィールド機器の役割
① IO, ② IO+Router, ③ Router, ④ IO(Auto) から選択し
ます。

IO(Auto)

Provisioner 
Name プロビジョニング作業者名を表示します。 空白

Provisioning 
Time プロビジョニングの作業日時を表示します。 空白

Primary 
Router

機器自身を接続する第一経路の上位機器です。コンボ
ボックスに表示される候補機器 ( 機器タグで表示 ) か
ら選択します。YFGW510 に Duocast の設定がされて
いる場合には，機器タグの末尾に () で DuocastID を表
示します。
例 )BBR001(A) など

空白

Secondary 
Router

機器自身を接続する第二経路の上位機器です。コンボ
ボックスに表示される候補機器（機器タグ）から選択
します。YFGW510 に Duocast の設定がされている場
合の表示は，Primary Router と同じです。

空白

Not Online 当該機器をジョインさせない（チェックする）のかど
うかを選択します。

チェック無
( ジョインする )

Device 
Group

同じ上位機器に接続する計画の IO 機器をまとめたグ
ループに含める（チェックする）のかどうかを選択
します。この項目がチェックされると右側の Device 
Group の表示が有効になります。

チェック無
（グループに

含めない）

Alert 無線フィールド機器からのアラートの発信を許可す
る（チェックする）のかしないのかを設定します。

チェックあり
( 発信する )
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項目 摘要 初期設定

D
ev

ic
e 

G
ro

up
Group ID

機器を Device Group に含める設定をした場合に，グ
ループの識別番号をコンボボックスから選択して設
定します。

空白

Primary 
Router

機器を Device Group に含める設定をした場合に，接
続するする第一経路の上位機器をコンボボックスか
ら選択して設定します。同じグループに属する他の機
器の設定において，すでに設定をしている場合には，
上位機器が自動的に入力されます。

空白

Secondary 
Router

機器を Device Group に含める設定をした場合に，接
続する第二経路の上位機器をコンボボックスから選
択して設定します。同じグループに属する他の機器の
設定において，すでに設定をしている場合には，上位
機器が自動的に入力されます。

空白

設定を完了後［OK］ボタンをクリックすると無線フィールド機器登録設定画面の情報が
設定一覧表に追加されます。［Cancel］ボタンをクリックすると設定画面の情報が破棄さ
れます。

・ 無線フィールド機器の役割設定について
無線フィールド機器は，設置計画から機器の役割を設定する必要のある場合には設
定変更画面から設定を変更します。
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" 
または "IO(Auto)")

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

重要 
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 FN シリーズ，EJX シリーズ，YTA510 および YTMX580 は 
iii に属する無線フィールド機器です。サードパーティーベンダの無線フィールド機器は，
ルーティング機器として使用できない場合があります。

IO，IO+Router，あるいは Router の役割をもつ機器は，自身が接続する上位機器
を手動で設定する必要があります。各役割の機器が接続可能な上位機器の役割は，
IO+Router，Router，およびバックボーンルータ (BBR) です。
また，IO(Auto) 機器については，無線ネットワーク参加時に YFGW410 が自動的にそ
の時点における最適な接続先を設定します。ルーティング機能を持つ機器 (IO+Router 
あるいは，Router の役割の機器 ) については，上位機器を手動で選択する必要がある
と共にホップ数が 3 回までに制限されます。
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・ 無線フィールド機器の Duocast 設定について
無線フィールド機器に Duocast の設定を行う場合には，無線フィールド機器の両方
の経路は必ず同じ DuocastID を持つフィールド無線用アクセスポイントである必要
があります。DuocastID が合致していないと正しく動作しません。

 例）正しい Duocast の設定例
  Primary Router: BBR001(A)
  Secondary Router: BBR002(A)

 例）間違った Duocast の設定例
a) 両経路の DuocastID が一致していない

  Primary Router: BBR001(A)
  Secondary Router: BBR002(B)

b) 片側経路に DuocastID が設定されていない
  Primary Router: BBR001(A)
  Secondary Router: BBR002

 IO(Auto) 無線フィールド機器は，Duocast 設定されているフィールド無線用アク
セスポイントに接続できません。IO(Auto) 無線フィールド機器を使用する場合は，
DuocastID 欄が空欄 ( 機器タグ名の末尾に () 表示が無い ) のフィールド無線用アクセ
スポイントに接続する必要があります。

重要 
設定の際には，G2. フィールド無線ネットワーク記載の注意事項をご確認の上，実施し
てください。

重要 
以下の設定情報を変更すると設定ダウンロード時に無線フィールド機器の再起動が必要
です。
Device Tag，OTA Provisioning，EUI-64，Join Key，Provisioning Time，Provisioner 
Name，Device Role， Not online
運用開始後に設定変更を行う場合には十分注意してください。
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○ プロビジョニングファイル（Provisioning File）から登録
［Import Provisioning File］ボタンを押すと図 D4-28 の画面が開きます。

FD0428.ai

図 D4-28 プロビジョニングファイル読込み画面

この画面で，登録する無線フィールド機器の情報が含まれるプロビジョニングファイル
（ファイル拡張子 .ypif）を選択して読込みます。

ファイル名には，半角英数字，非英文字を推奨します。
ファイルを指定して［OK］ボタンをクリックすると図 D4-29 の画面が表示されます。
この例では，8 台の新規登録の無線フィールド機器の情報が含まれており，「Newer 
Device」の欄に表示されて，全ての機器のチェックボックスがチェックされています。

FD0429.ai

図 D4-29 プロビジョニングファイルからの読込み確認画面
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［OK］ボタンをクリックすると図 D4-30 に示すように機器登録一覧表に追加されます。
［Cancel］をクリックすると新規機器登録はされずに確認ダイアログが閉じます。

FD0430.ai

図 D4-30 8台新規追加後の機器登録ダイアログ

プロビジョニングファイルの読込みが終了すると，8 台の新規追加が成功したことを示す
＜インポート結果（Import Result）＞画面が表示されますので［OK］をクリックしてこ
の画面を閉じます。

プロビジョニングファイルの情報を読込む際に，無線フィールド機器登録一覧表に既に
登録された機器の情報が含まれる場合には，図 D4-29 の代わりに図 D4-31 のように表示
されます。

FD0431.ai

図 D4-31 プロビジョニングファイル読込みの確認画面
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読込み確認画面の「Older Devices」の欄に，プロビジョニングファイルに含まれる機器
の情報のうち既に機器登録一覧表に登録されている機器と機器タグ名が同一の機器の機
器タグ名が表示されます。機器のチェックボックスは，すべてチェックされていません
のでプロビジョニング情報を更新する機器のチェックボックスをチェックします。この
例では，プロビジョニングファイルに含まれる 8 台共に既に登録されていたことを示し
YTA-4 にチェックが入れられています。

［OK］ボタンをクリックするとチェックをされた機器の登録情報が更新されます。［Cancel］
ボタンをクリックすると情報は更新されずに読込み確認画面が閉じます。

FD0432.ai

図 D4-32 読込み結果ダイアログ

機器登録一覧表に読込みが終了すると，図 D4-32 のダイアログが表示されますので［OK］
をクリックしてこのダイアログを閉じます。図 D4-32 では，1 台の無線フィールド機器
が更新された例を示します。
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図 D4-33 は，プロビジョニングファイルから 8 台の無線フィールド機器の情報を機器登
録一覧表に読込んだ後の画面です。

FD0433.ai

図 D4-33 プロビジョニングファイルから機器登録した画面

機器登録一覧表の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Device Tag 無線フィールド機器の機器タグ
プロビジョニングファ
イルから読込み (*1)

EUI-64 機器固有の 64bit ID

Join Key
無線フィールド機器がネットワークに参加す
る際の暗号鍵

Device Role 無線フィールド機器の役割 IO（Auto）
Primary Router 第一経路とする上位機器を機器タグで設定 空白
Secondary 
Router

第二経路とする上位機器を機器タグで設定 空白

*1： プロビジョニングファイルからは，上記のパラメータのほかにプロビジョニング作業者名（Provisioner 
Name）とプロビジョニング実行日時（Provisioning Time）も読み込まれます。

機器登録一覧表の空白の項目，および追加の設定項目の設定内容については，次の機器
情報の編集で説明します。

○ 機器情報の編集
機器登録一覧表で，機器情報を追加編集する行を選択して［Edit］ボタンをクリックする
か当該行をマウスでダブルクリックすると，図 D4-27 の画面が開きます。
操作方法は，本節の機器情報の登録を参照してください。



IM 01W02D01-01JA

D4-35	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

○ 登録機器の削除
メイン画面の無線フィールド機器登録一覧表で削除する機器の行を選択して，［Delete］
ボタンをクリックすると当該機器が一覧表から削除されます。

重要 
ルーティング機器の削除または，ルーティング機能を解除する場合は，配下の無線フィー
ルド機器の通信が不安定になる場合がありますので，ご注意ください。

D4.2.5 グラフィック編集機能（Graphic Editor）
グラフィック編集機能は，機器が設置される領域の地図や平面図上でどこに配置されて
いるかをユーザーが設定し，通信経路を視覚的に確認できる機能です。また，この画面
で設定したフィールド無線用アクセスポイントや無線フィールド機器の接続状態をモニ
ターで監視することができます。
コンフィグレータのメニューツリーの「Graphic Editor」を選択すると図 D4-34 の画面が
表示されます。

FD0434.ai

図 D4-34 グラフィック編集画面

グラフィック編集機能のボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能
Add 新規登録するグラフィック表示画面の情報を設定します。
Edit グラフィック表示画面の情報設定の変更をします。
Delete 登録されたグラフィック表示画面とその情報を削除します。
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○ グラフィック画面情報の追加
［Add］ボタンをクリックすると図 D4-35 に示す画面が表示されます。

FD0435.ai

図 D4-35 グラフィック表示画面の情報設定画面

項目の内容と初期設定は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Area Name
グラフィック画面のエリア名を設定しま
す。初期設定から変更することが可能です。

Area001 から昇順に付与

Network ID
コンボボックスに示される，＜フィールド
無線ネットワーク＞の画面で設定したネッ
トワーク ID の中から選択します。

フィールド無線ネットワー
クに登録されたネットワー
ク ID のうち最も小さい ID

Background 
Image

背景画像の設定を行います。設置領域の地
図あるいは平面図等の画像を設定します。

空白

Description 当該領域の説明を記述します。 空白

［OK］ボタンをクリックすると設定内容がグラフック登録一覧表に反映されます。［Cancel］
をクリックすると設定情報が破棄されます。

グラフィック画面は，同じフィールド無線サブネットに対して複数割り当てることがで
きます。また，機器のアイコンは，同じものを別のグラフィック画面に割り当てること
ができます。機器のアイコンについては，本節のグラフィック画面の設定の項を参照し
てください。

重要 
設定する背景画像は，以下の条件を満たす必要があります。
画像サイズ：1000x450 ピクセル以下
ファイルサイズ：1M バイト以下
ファイルフォーマット：jpeg, jpg, png
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○ グラフィック画面情報の更新
一覧表で情報を更新する行をダブルクリックするか，当該の行を選択して［Edit］ボタン
をクリックすると，図 D4-35 の画面が開きますので必要な情報を修正・更新します。

［OK］ボタンをクリックすると更新内容が登録一覧表に反映され，［Cancel］ボタンをクリッ
クすると更新内容が破棄されます

○ グラフィック画面情報の削除
グラフック登録一覧表で情報を削除する行を選択して，［Delete］ボタンをクリックする
と当該領域の情報が全て削除されます。

■ グラフィック画面の設定（Area001(2005)）
図 D4-34 の画面で，一覧表にグラフィックを登録すると，メニューツリーの「Graphic 
Editor」の下に設定された領域名が表示されます。" 領域名（Network ID）" の形式で表示
されます。
メニューツリーの領域名（説明の例では Area001(2005)）をクリックすると図 D4-36 の画
面が表示されます。

FD0436.ai

図 D4-36 登録領域設定表示画面

この画面には，グラフィック画面情報の設定時に登録した背景画像が表示されます。
この画面上で，フィールド無線用アクセスポイントや無線フィールド機器を設置計画さ
れている位置に配置します。
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下段に 6 種類のアイコンが表示されています。アイコンの内容と操作範囲は次の通りです。
アイコン 名称 操作範囲

YFGW410
フィールド無線用管理ステーションを示します。グラフィッ
ク画面内には配置できません。

Backbone Router
バックボーンルータの役割を持つ，フィールド無線用アク
セスポイントを示します。登録された機器をグラフィック
画面内に配置します。

Routing Device
Router および IO+Router のルーターの役割を持つ機器を示
します。登録された機器をグラフィック画面内に配置しま
す。

IO Device
IO および IO(Auto) の IO の役割のみを持つ機器を示します。
登録された機器をグラフィック画面内に配置します。

Device Group
上位側の機器が同じ IO 機器をまとめたグループを示しま
す。登録されたグループをグラフィック画面内に配置しま
す。

A Comment グラフィック画面内にコメントを追加します。

○ バックボーンルータ(Backbone Router：BBR)の配置
バックボーンルータを配置するには，画面下部の Backbone Router のアイコンを，図面
上の配置位置にドラッグアンドドロップすると配置する機器の機器タグを選択するため
に図 D4-37 に示す画面が表示されます。
画面の項目の内容は次の通りです。

項目 摘要 初期設定

Network ID
表示された領域に設定されたネットワーク ID
が自動表示されます。

自動表示

Device Tag

当該ネットワーク ID に登録されたバックボー
ン機器の機器タグがコンボボックスに示される
ので，その位置に配置される無線機器の機器タ
グを選択します。

登録され，未配置の
機器を昇順に表示
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FD0437.ai

図 D4-37 機器タグの選択画面

［OK］ボタンをクリックすると図 D4-38 に示すように指定した場所に機器表示のアイコ
ンと機器タグが表示されます。［Cancel］をクリックすると設定が破棄され図面には追加
されません。

FD0438.ai

図 D4-38 バックボーンルータの配置
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○ ルーティング機器(Routing Device)の配置
ルーティング機器とは，Router あるいは IO+Router の役割を持つ無線フィールド機器です。
画面下部のルーティング機器のアイコンを図中の設置位置にドラッグアンドドロップす
ると図 D4-39 に示す画面が開きます。

FD0439.ai

図 D4-39 機器タグの選択画面

画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Network ID
表示された領域に設定されたネットワーク ID
が自動表示されます。

自動表示

Device Tag

当該ネットワーク ID に登録されたルーティング
機能を持つ無線フィールド機器の機器タグがコ
ンボボックスに示されますので，その位置に配
置される機器の機器タグを選択します。

登録された未配置の
機器を昇順に表示
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登録する機器の機器タグを選択し，［OK］ボタンをクリックすると図 D4-40 に示すよう
に指定した場所に機器表示のアイコンと機器タグ，無線機器登録時に設定された無線通
信の経路およびその機器の情報編集行う画面が表示されます。［Cancel］ボタンをクリッ
クすると設定が破棄され図面には追加されません。

FD0440.ai

図 D4-40 ルーティング機器の配置

機器登録情報に変更が必要でない場合には，［OK］ボタンをクリックすると画面に表示さ
れた状態のまま無線機器が追加されます。
情報の変更が必要ならば，その項目を編集し［OK］ボタンをクリックすると情報が更新
され，通信経路の設定が変更された場合には，その経路表示も変更されます。［Cancel］
ボタンをクリックすると設定が破棄され図面に無線機器が追加されません。

○ IO機器(IO Device)の配置
IO 機器は，IO あるいは IO(Auto) の役割を持つ無線フィールド機器を指します。
IO 機器は，ルーティング機器と同じ手順で図面上の機器設置位置に追加しますので，前
項を参照してください。
IO(Auto) の役割を持つ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た後，
経路が決定されます。そのため，コンフィグレータ上には経路は表示されません。
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○ 機器グループ(Device Group)の配置
機器グループの追加は，画面下部の機器グループのアイコンを図中の設置位置にドラッ
グアンドドロップすると図 D4-41 の画面が開きます。

FD0441.ai

図 D4-41 機器グループID選択画面

画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Network ID
表示された領域に設定されたネットワーク ID
が自動表示されます。

自動表示

Group ID

当該ネットワーク ID に設定された機器グルー
プの ID がコンボボックスに示されますので，
その位置に配置される機器のグループ ID を選
択します。

未 配 置 の Group ID を
表示

グループ ID（Group ID）を選択し，［OK］ボタンをクリックすると図 D4-42 に示すよう
に指定した場所に機器グループのアイコンとグループ ID，無線フィールド機器登録時に
設定された当該デバイスグループの無線通信の経路およびそのグループに所属する無線
機器の情報の表示・更新をする画面が開きます。［Cancel］をクリックすると設定が破棄
され画面には追加されません。
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FD0442.ai

図 D4-42 機器グループ編集画面

情報に編集が必要でない場合には［OK］ボタンをクリックすると画面に表示された状態
のまま機器グループが追加されます。
通信経路の上位機器の変更が必要ならば，その項目を修正し［OK］ボタンをクリックす
ると情報が更新され，通信経路の設定が変更された場合にはその経路表示も変更されて
グラフィック画面に追加されます。［Cancel］をクリックすると設定が破棄され機器グルー
プは追加されません。

○ コメント(Comment)の追加
グラフィック画面にコメントを追加するには，画面下部のコメントアイコンをグラフィッ
ク画面内にドラックアンドドロップすると図 D4-43 の画面が開きます。

FD0443.ai

図 D4-43 コメント設定画面



IM 01W02D01-01JA

D4-44	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

設定画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Size
コメントの文字サイズ（ポイント：pt）を指定
します。コンボボックスから選択します。

9

Color 文字の色を指定します。 黒

Text
コメントを記入します。半角英数 16 文字入力
できます。

Comment

文字色の指定は，［Select Color］ボタンを押すと図 D4-44 の画面が表示されます。

FD0444.ai

図 D4-44 色選択画面

選択できる色は次の 16 色です。
色名 黒 白 赤 青 緑 黄 オレンジ 紫
見本 ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■

色名 灰色
50%

灰色
25%

ローズ 水色 明るい緑 ベージュ
薄い

オレンジ
ラベンダー

見本 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Text 欄にグラフィック画面に表示するコメントを入力して設定画面の［OK］ボタンをク
リックするとコメントが画面に追加されます。追加されたコメントは，画面上で右クリッ
クして画面上の任意の場所に移動することができます。［Cancel］ボタンをクリックする
とコメントは追加されません。

○ グラフィック画面表示の操作・変更
図 D4-32 で登録された 8 台の無線フィールド機器を編集後，すべて追加した例を図
D4-45 に示します。
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FD0445.ai

図 D4-45 グラフィック画面登録例

グラフィック画面のボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能

Auto Paths 本機能は，次の項を参照してください。

Hide Paths
表示されているグラフィック表示画面の通信経路を示す線を消しボタン名
が Show Paths にかわります。Show Paths ボタン押すと再表示します。

Hide Tags
表示されているグラフィック表示画面の機器の機器タグ表示を消しボタン
名が Show Tags にかわります。Show Tags 押すと再表示します。

［Auto Paths］のボタンを押すとメインペインに図 D4-46 の画面が表示されます。

FD0446.ai

図 D4-46 自動経路設定画面
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自動経路設定画面のチェックボックスにチェックされている IO の役割を持つ無線フィー
ルド機器の通信経路が自動再計算されます。再計算は，グラフィック画面に配置された
機器のアイコン位置をもとにアイコン間の間隔を計算し，最短の距離のルーティング
機能を持つ機器への経路（Primary Router）と 2 番目に短いルーティング機能を持つ機
器への経路（Secondary Router）を新たな通信経路として設定します。この結果に従っ
て，グラフィック画面上の経路表示が修正されると共に，フィールド無線ネットワーク
(Field Wireless Networks) に登録された無線フィールド機器の Primary Router と Secondary 
Router が自動的に設定変更されます。
自動経路設定画面を開くと，初期状態として全ての機器のチェックが入っていますので
自動計算が必要でない機器が存在する場合は，チェックをはずします。

○ 機器・通信経路詳細情報表示と編集
グラフィック画面に機器を登録後に，機器や通信経路を個別に選択して登録情報の表示
あるいは削除をすることができます。

グラフィック画面上に配置された機器のアイコン上で右クリックすると「Properties」あ
るいは「Delete」を選択するメニューが表示されます。

「Properties」を選択すると，図 D4-27 の画面が表示されます。ここで画面を開いた場合
には情報の表示のみが可能です。変更修正を行うことはできません。

「Delete」を選択すると，当該機器のアイコンとその通信経路が画面から削除されます。
ただし，機器登録情報自体は保持されます。

グラフィック画面上に表示された通信経路上で右クリックすると「Properties」あるいは
「Delete」を選択するメニューが開きます。
「Properties」を選択すると，図 D4-47 に示す画面が表示されます。

FD0447.ai

図 D4-47 経路優先度設定画面



IM 01W02D01-01JA

D4-47	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Start Point
選択された通信経路の下位側の機器タグです。
変更することはできません。

選択された通信経路
の設定された情報を
自動表示

End Point
選択された通信経路の上位側の機器タグです。
コンボボックスから選択します。

Path Priority
第一経路 (Primary) か第二経路 (Secondary) かを
設定します。変更が可能です。

経路優先度の変更を行い［OK］ボタンをクリックすると，変更された情報がグラフィッ
ク画面の通信経路表示と機器登録情報に反映されます。［Cancel］ボタンをクリックする
と変更内容が破棄されます。
画面内の通信経路右クリック時に［Delete］を選択すると，その通信経路が削除され機器
の登録情報からも通信経路に関連する情報が全て削除されます。 

D4.2.6 警報設定（Alert Settings）
ここでは，フィールド無線ネットワークの運転状態を監視するモニターで使用する各種
警報動作の閾値を設定します。
コンフィグレータのメニューツリーで「Alert Settings」を選択すると図 D4-48 に示す画
面が開きます。

FD0448.ai

図 D4-48 警報設定画面
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設定する項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Field Wireless  
Specifications

Low RSSI 
Threshold

フィールド無線ネットワークの機器間の受信
強度 (RSSI) の警報設定です。設定値以下にな
ると警報状態です。

-80dBm

High PER 
Threshold

フィールド無線ネットワークの機器間のパ
ケットエラー率 (PER) の警報設定です。設定
値以上になると警報状態です。

15%

WLAN Radio 
Specification

Low RSSI 
Threshold

無線 LAN 通信の受信強度 (RSSI) の警報設定で
す。設定値以下になると警報状態です。

-80dBm

Low Battery Alert

バッテリー寿命の表示で，あとどのくらいの
期間無線フィールド機器が動作するかの目安
の警報設定です。設定値以下になると警報状
態です。

30days

モニターでは，上記の設定に従って運転状態表示の数値，アイコンおよびマークの色等
の表示が変化して状態を表示します。

D4.2.7 サンプリングデータ（Sampling Data）
本画面では，フィールド無線ネットワークに登録された機器からホストシステムに向け
てプロセス値や診断のデータを発信する動作（Publication）の設定を行います。
コンフィグレータのツリーメニューの「Sampling Data」を選択すると図 D4-49 に示す画
面が開きます。

FD0449.ai

図 D4-49 サンプリングデータ設定画面
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画面の設定一覧表に表示される情報の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Sampling Data
ホストシステムとやり取りするデータ名です。一覧表は
このデータ名の昇順に表示されます。

空白

Read/Write 読込みデータか書込みデータかの種別です。
Period データの発信周期（Publication Period）です。

Stale Limit
発信データが正常に届かない場合のタイムアウト時間設
定です。Period 設定値の倍数で設定します。

Retry

データが正常に届かない場合の再試行のモードを指定し
ます。
x1：通常帯域モード　
x2：倍の帯域を利用するモード
x4：4 倍の帯域を利用するモード
x8：8 倍の帯域を利用するモード

Vender ID 製造者の ID
Model ID 機器型名
DEV_REV 機器レビジョン
CFREV Capabilities File（CF）のレビジョン

サンプリングデータ設定画面のボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能

Add
登録した無線フィールド機器に CF ファイルを関連付けて，ホストシステムと
やり取りするサンプリングデータを指定し，通信のパラメータを追加します。

Edit 登録されているサンプリングデータの設定情報を変更します。
Delete 登録されている情報を機器単位で削除します。

○ サンプリングデータの追加
図 D4-49 の画面の［Add］ボタンをクリックすると図 D4-50 に示す画面が開きます。

FD0450.ai

図 D4-50 サンプリング設定画面
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画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

Device Tag この画面に情報を表示する機器の機器タグ名です。

新規追加の
場合は空白CF/DD

CF File 表示の機器に関連付ける CF ファイルの名称です。
DEV_REV 機器のレビジョンです。
CFREV CF ファイルのレビジョンです。
DD File 利用しません。

＜サンプリング設定＞画面には，「Read Parameters」あるいは「Write Parameters」のタ
ブを選択することで表示される 2 つのサブ画面が含まれます。

「Read Parameters」タブ画面では，選択された無線フィールド機器からホストシステ
ムに対して，データを送信するために必要なパラメータの設定を行います。「Write 
Parameters」タブ画面では，ホストシステムから選択された無線フィールド機器に対して，
データを送信するために必要なパラメータの設定を行います。

・	CFファイル（Capabilities	File）の登録と削除
 CF ファイルには，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）および機器の自己診断
情報のデータが記述されています。機器ベンダから配布されますので登録前に当該
機種の CF ファイルを入手する必要があります。

 まず，サンプリングデータを登録する機種の CF ファイルを登録します。
 「CF File」のプルダウンメニューをクリックすると図 D4-51 に示すようにプルダウン

メニューの初期状態が表示されます。

FD0451.ai

図 D4-51 サンプリングデータ設定画面のCF Fileプルダウンメニュー初期表示

 プルダウンメニューの初期状態では，「Load CF/DD」と「Delete CF/DD」の項目があ
ります。ここに新しく CF ファイルを登録するには，「Load CF/DD」を選択して，図
D4-52 に示す画面で登録する機種の CF ファイルを選択します。
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FD0452.ai

図 D4-52 登録するCFファイルの選択画面

 CF ファイルは，次に示す規則に従ったフォルダ／ファイル名になっていますので，
登録する機種のレビジョンに合ったファイルを選択する必要があります。

  <Vendor ID>¥<Model ID>¥<Device Revision><DD Revision><CF Revision>.cff
 横河電機の無線フィールド機器の ID は次の通りです。

項目 摘要
Vender ID 00594543

Model ID

EJX 000C
YTA 0005
YTMX 1802
FN310 (HART 通信 ) 2000
FN310 (SENCOM) 2001
FN510 (AI, DIDO, PULSE) 2002
FN910 2005

 ［OK］ボタンをクリックすると図 D4-53 の画面表示となり，[CF File] のプルダウンメ
ニューに追加し登録した CF ファイル名が表示されます。サンプリングデータを登録
する全ての機種の CF ファイルを同様にして登録します。

重要 
無線フィールド機器に対し異なる CF ファイルを指定すると，フィールド無線ネットワー
クに参加しますが，Publish データを発信しない場合があります。その場合，<Vendor 
ID><Model ID><Device Revision><DD Revision><CF Revision> を確認し，一致しない場
合は，正しい設定に修正してください。

重要 
Publish データを発信しない場合でも，必ず CF ファイルを登録してください。
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FD0453.ai

図 D4-53  CF FileプルダウンメニューへのCFファイル登録後の画面

 CF File プルダウンメニューの「Delete CF/DD」を選択すると図 D4-54 の画面が開き
ます。

FD0454.ai

図 D4-54  CFファイル削除画面

 プルダウンメニューから削除する CF ファイルを選択して［OK］ボタンをクリックす
ると登録が削除されます。［Cancel］ボタンをクリックすると登録を削除しないで画
面が閉じます。

 CF ファイルを削除すると，CF ファイルを使用しているすべての無線フィールド機
器のサンプリングデータおよび Modbus レジスタのマッピング情報が削除されます。
Modbus レジスタのマッピング情報については，D4.2.8 Modbus 設定を参照してくだ
さい。
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・	サンプリングデータの登録
 ＜サンプリング設定（Sampling Settings）＞画面の＜機器タグ（Device Tag）＞欄の

右側のボタンをクリックすると，図 D4-55 に示す画面が開きます。

FD0455.ai

図 D4-55 機器選択（Select Devices）画面

 機器選択画面右上の「Network ID」のプルダウンメニューから登録する機器が属す
るネットワーク ID を選択すると，機器選択画面のフィールド機器情報一覧＜ Field 
Device List Information ＞に登録できる機器が表示されます。

 サンプリングデータを登録する機器は機器タグ名の左側のチェックボックスに
チェックを入れます。同じ機種は一度に登録できるので，対象の機器タグ名のチェッ
クボックスにチェックを入れます。

 ［OK］ボタンをクリックすると図 D4-56 に示すダイアログが開きます。

FD0456.ai

図 D4-56 機器登録警告ダイアログ
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 新規に登録する場合は，影響を受ける Modbus 設定はありません。
 警告画面の［OK］ボタンをクリックすると，図 D4-57 に示すようにサンプリング設

定画面の「Read Parameters」タブの画面と「Write Parameters」タブの画面に登録さ
れた機器のパラメータの情報が登録されます。

FD0457.ai

図 D4-57 サンプリング設定画面（機器にCFファイルを指定後）

 図 D4-58 に＜サンプリング設定（Sampling Setting）＞画面を拡大して示します。

FD0458.ai

図 D4-58 サンプリング設定画面
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 「Read Parameters」タブ画面には，使用可能パラメータ（Available Parameters）の領
域（左側）と読込みパラメータ（Read Parameters）の領域が表示されます。

 新規に登録した場合には，使用可能なパラメータは全て読込みパラメータ領域のパ
ラメータ（Parameters）の下に登録されて，Modbus レジスタにマッピングできるよ
うになります。

 使用可能パラメータツリーの表示内容は次の通りです。
第一階層：UAP ID　
第二階層：Object Name + Block Description
第三階層：Attribute Name

この機種の例では，3 つの AI（プロセス値入力）と 1 つの機
器自己診断情報を発信することができることを示しています。

 読込みパラメータツリーの表示内容は次の通りです。
第一階層：UAP ID
第二階層：Concentrator OID
第三階層：詳細は次の表を参照

第四階層：Parameter

FD0459.ai

FD0460.ai
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項目 摘要 初期設定

Update Policy
データを更新する方法を次の 2 つから選択します。
Periodic：定周期更新，Change of state：状態変化

Periodic

Publication Period (Sec)
定周期データ発信の更新周期をプルダウンメニュー
から選択します。設定範囲は 0 から 3600 秒です。0
の場合は定周期発信しません。

10 秒

Stale Limit (Times)
YFGW410 が 通 信 異 常 と 判 断 す る 時 間 設 定 で す。
Publication Period の倍数で設定します。設定範囲は
1 から 255 でプルダウンメニューから選択します。

10 倍

Retry Mode

発信データが正常受信されない場合の再試行の頻度
の設定です。Normal，x2（Normal の 2 倍），x4

（Normal の 4 倍），x8（Normal の 8 倍）から選択し
ます。

Normal

Destination for data
データを受信する相手の一般名称を表示する。
読み込みパラメータの場合：Gateway(YFGW410)
書き出しパラメータの場合：Selected Field Devices

 二つの領域の中間の矢印ボタンで，データを読込みパラメータ領域に登録したり削
除したりすることができます。

 使用可能パラメータツリーの内のパラメータで，読込みパラメータツリーのパラメー
タ（Parameters）の下に登録されていないものを個別に追加する場合は，当該のパラ

メータ（ツリー内の [PV] あるいは [DIAG_STATUS]）を選択して， ボタンをクリッ

クします。UAP ID の下の全てのパラメータを追加する場合には，UAP ID を選択して

ボタンをクリックします。

 読込みパラメータツリーのパラメータの下に登録されたパラメータを個別に削除す

る場合には，削除するパラメータ名を選択して ボタンをクリックします。

 ボタンをクリックするとパラメータの下の全てのパラメータ名が削除されま

す。

○ Publication PeriodとStale Limitについて
・	Publication	Period
 Publication Period は，無線フィールド機器と YFGW410 間でやりとりするデータ発信

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
 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 で 指 定 さ れ た 時 間 内 継 続 し た 場 合，
YFGW410 は異常と判断し制御システムに異常を通知します。

 Stale Limit は 10 倍に設定することを推奨します。データ未更新やデータ消失の発生
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。
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重要 
Publication Period を "0.5" とした場合は Retry Mode は x2 以下，Publication Period を "1"
とした場合は Retry Mode は x4 以下の設定ができます。

重要 
Publish データを発信しない場合でも，必ず CF ファイルを登録してください。また，
Publication Period を "0" にしてください。

重要 
Publish データ発信周期は，無線フィールド機器で使用できる範囲の更新周期を設定して
ください。

 「Write Parameters」タブ画面の構成は，以下の表示を除き「Read Parameters」と同
じになります。

 使用可能パラメータツリーの表示内容は次の通りです。
第一階層：UAP ID　
第二階層：Object Name + Block Description
第三階層：Attribute Name

この機種の例では，1 つの BO（プロセス値出力）を受信する
ことができることを示しています。

 書き出しパラメータツリーの表示内容は次の通りです。
第一階層：UAP ID
第二階層：Dispersion OID
第三階層：詳細は読み込みパ
ラメータを参照

第四階層：Parameter

 書き込みパラメータを持たない無線フィールド機器の場合，書込みパラメータ（Write 
Parameters）の UAP ID の下には "No Dispersion Object exist" と表示されます。

 サンプリングデータ変更画面の設定が終了後，［OK］ボタンをクリックすると情報が
図 D4-59 に示す画面に追加されます。

 ［Cancel］ボタンをクリックすると情報が破棄され，一覧表には追加されません

FD0461.ai

FD0462.ai
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FD0463.ai

図 D4-59 サンプリングデータ画面の登録例

○ サンプリングデータの更新
「Sampling Data」タブ画面の一覧表に登録された情報で編集が必要なものを選択して
［Edit］ボタンをクリックすると，図 D4-58 に示すサンプリング設定画面が開き，現在設

定されている情報を表示します。
パラメータの変更・修正の方法は，本節のサンプリングデータの追加の項を参照してく
ださい。

○ サンプリングデータの削除
「Sampling Data」タブ画面の一覧表に登録された情報で削除するものを選択して［Delete］

ボタンをクリックすると，当該機器のサンプリングデータの設定情報がすべて削除され
ます。 
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D4.2.8 Modbus設定（Modbus Settings）
コンフィグレータのメニューツリーの「Modbus Settings」を選択すると図 D4-60 に示す
画面が開きます。

FD0464.ai

図 D4-60  Modbus設定画面

「Modbus 設定（Modbus Settings）」タブ，「入力レジスタ（Input Registers）」タブ，およ
び「保持レジスタ（Holding Registers）」タブの 3 つの画面があります。

● Modbus設定タブ画面
「Modbus 設定（Modbus Settings）」タブ画面を選択すると図 D4-60 の画面が開きます。

この画面で，Modbus マッピングタイプ (Modbus Mapping Type) と読込みパラメータの
割り当て (Read Parameter Assignment) を設定します。

○ Modbus マッピングタイプ(Modbus Mapping Type)
マッピングタイプには，Normal Mapping と Data Type Mapping の２つがあります。
マッピングタイプ 摘要

Normal Mapping
ホストシステムに自動発信するパラメータの値の前にそのパラメー
タのステータスを結合してマッピングします。

Data Type 
Mapping

ホストシステムに自動発信するパラメータの値とそのパラメータの
ステータスを分離して，値とステータスそれぞれをまとめてマッピ
ングします。
・ ホストシステムの扱える Modbus レジスタ数が 10000 の機器の場

合には，ステ―タスをレジスタ番号 5000 以降に配置します。
・ ホストシステムの扱える Modbus レジスタ数が 65536 の機器の場

合には，ステータスをレジスタ番号 20000 以降に配置します。
・ 初期設定は，レジスタ番号 20000 以降に配置に設定されています。

Modbus 設定の初期設定は，Normal Mapping が選択されています。
Modbus マッピングタイプを変更するには，当該のラジオボタンをクリックします。ラジ
オボタンの選択を変更した場合，図 D4-61 のダイアログが表示されます。



IM 01W02D01-01JA

D4-60	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

FD0465.ai

図 D4-61 変更に対する警告ダイアログ

［OK］ボタンをクリックすると，変更が反映されます。この際，既にマッピングされた設
定が全て破棄されます。［Cancel］ボタンをクリックすると変更されずに画面が閉じます。
Data Type Mapping を選択した状態で，ステータスのマッピング開始レジスタ番号（Start 
of status registers）を変更するには，コンボボックスから "5000" あるいは "20000" を選択
します。この時にも，図 D4-61 のダイアログが表示されます。

○ 読込みパラメータの割り当て(Read Parameter Assignment)
読込みパラメータの割り当て先を指定します。入力レジスタからの読み込みに対応して
おらず保持レジスタからの読み込みに対応しているホストシステムを接続する場合のみ，
Holding Registers を選択して下さい。

選択肢 摘要

Input Registers
Input Registers タブ画面で，読込みパラメータを割り当てます。
Holding Registers タブ画面で，書き込みパラメータを割り当てます。

Holding Registers
Input Registers タブ画面は，使用できなくなります。
Holding Registers タブ画面で，読込みパラメータと書き込みパラメー
タ両方の割り当てを行います。

● 入力レジスタ（Input Registers）タブ画面
「入力レジスタ（Input Registers）」タブ画面には，利用可能なパラメータ（Available 

Parameters）欄と入力レジスタ（Input Registers）欄があります。
利用可能なパラメータ欄の GW_STATUS，BBR_STATUS，DEV_STATUS，UAPMO.DIAG_
STATUS，AI_01.PV 等のパラメータを入力レジスタ欄の目的のレジスタの先頭番号にドラッ
グ＆ドロップして配置します。削除する場合は，入力レジスタ欄を選択してキーボード
の Delete キーを押します。

重要 
入力レジスタ欄の削除により消されているレジスタにアクセスした場合，0 以外の値が
含まれている場合があります。
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入力レジスタに配置可能なパラメータとそのデータサイズは次の通りです。

パラメータ名 摘要
データサイズ (WORD)

データ 
ステータス データ

GW_STATUS YFGW410 の状態を通知 1 8

BBR_STATUS
バックボーンルータの
状態を通知

1 8

DEV_STATUS
無線フィールド機器の
状態を通知

1 8

UAPMO.DIAG_STATUS
無線フィールド機器の
自己診断情報を通知

1 2

AI_xx("BLOCK_DESCRIPTION").PV アナログデータを通知 1 2
BI_xx("BLOCK_DESCRIPTION").PV_B バイナリデータを通知 1 1

AO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").READBACK
アナログデータ操作出
力の読み返し値

1 2

BO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").READBACK_B
バイナリデータ操作出
力の読み返し値

1 1

AI パラメータの例では，Normal Mapping の場合には，連続の 3 ワード (WORD)[ ステー
タス＋値本体 ] を使用します。また，Data Type Mapping の場合には，値本体が 2 ワード
とステータスが 1 ワード使用することになります。
DEV_STATUS のデータ構造とその内容は，次の通りです。

Modbus
アドレス 名称 データ書式 内容

ｎ
データ

ステータス
Unsigned16 常に 0x0080: 正常

ｎ +1

DEV_STATUS

Unsigned16
無線フィールド機器の状態

（0: 接続中，1: 接続なし）

ｎ +2 Integer16
電池寿命（0 ＞：日数単位，＜ 0：時間単位，
0x7FFF：外部電源）

ｎ +3 ～
ｎ +8

Unsigned16 常に 0 (Reserved bits)

(n+1) と (n+2) のステータスのみ使用されます。

GW_STATUS については，F2.1YFGW410 のステータス情報を参照してください。
BBR_STATUS については，YFGW510 のユーザーズマニュアル (IM 01W02E01-01JA) または
YFGW520 のユーザーズマニュアル (IM 01W02E02-01JA) を参照してください。
その他の各パラメータの詳細については，該当機種のユーザーズマニュアルを参照して
ください。
各パラメータのデータステータスについては，F2.3 Modbus レジスタ上の各パラメータの
データステータスを参照してください。
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○ Normal Mappingの場合
ホストシステムに発信するパラメータのステータスとデータ値を連続して，ホストシステ
ムの扱える Modbus レジスタの全範囲にマッピングすることができます。最初に「Modbus
設定」⇒「入力レジスタ」の画面を開いた時には，GW_STATUS があらかじめ先頭（0 ～
8）に配置されています。GW_STATUS は入力レジスタ（Input Registers）一覧表上でドラッ
グ＆ドロップ操作で配置場所を変更することができます。
入力レジスタにパラメータをマッピングした例を図 D4-62 に示します。

FD0466.ai

図 D4-62 入力レジスタへのマッピング例
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この例では，レジスタの 0 ～ 8 番地に GW_STATUS が配置され，18 ～ 26 に BBR002 の
BBR_STATUS が配置されています。
この時，「入力レジスタ」タブ画面の利用可能なパラメータ欄は，次のように表示されて
います。 

ツリー表示の表示項目は次の通りです。
第一階層： 機器タグ名
第二階層： 機器ステータス（GW_STATUS，

BBR_STATUS，DEV_STATUS）
 無線フィールド機器 UAP ID
第三階層： 無線フィールド機器 パラメータ名

入 力 レ ジ ス タ 欄 に 配 置 し た GW_STATUS と
BBR002 の BBR_STATUS には，そのパラメータ
の配置された入力レジスタ番号（範囲）がパ
ラメータ名の右側に追加表示されます。
表示形式は，[i:xxx-xxx] です。

FD0467.ai



IM 01W02D01-01JA

D4-64	 	 ＜ D4.		フィールド無線システムの構築＞

入力レジスタ欄には，次に示す一覧表が表示されます。

FD0468.ai

一覧表は，0 から始まるレジスタ番号の列とパラメータ名の列から構成されています。
プロセス値が配置された領域は薄い水色，ステータスが配置された領域は薄いピンクの
背景色で表示され，アドレスの先頭の行にパラメータ名が表示されます。

○ Data Type Mappingの場合
ホストシステムに発信するパラメータのステータスとデータ値を分離してそれぞれの領
域に分けてマッピングします。
データ値は，「Modbus Settings」タブ画面の Data Type Mapping を選択した時に指定し
たステータスレジスタ開始番地より若い番号のレジスタ番地に配置します。パラメータ
のステータスは，ステータスレジスタ開始番地以降の番地に次の規則に従って自動的に
配置されます。ステータスは，対応するデータ値のサイズによって決定されるステータ
ス配置範囲に，データ値が配置された順番に従って配置されます。
Start of status registers が 20000 の場合（レジスタ数 65536 の機器）

値本体のデータサイズ ステータス配置範囲
8 ワード 20000 ～ 29999
2 ワード 30000 ～ 39999
1 ワード 40000 ～ 59999

Start of status registers が 5000 の場合（レジスタ数 10000 の機器）
値本体のサイズ ステータス配置範囲

8 ワード 5000 ～ 5999
2 ワード 6000 ～ 8999
1 ワード 9000 ～ 13999
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例）データ値自体が 2 ワードの場合（Start of status registers が 5000 の場合）
値本体の先頭番地 ステータス配置番地

0 6000
2 6001
4 6002
･･･ ･･･
500 6250
502 6251

○ バッチ操作（Batch Operation）
「Input Registers」タブ画面の下部にバッチ操作（Batch Operation）のボタンがあります。
［Auto Mapping］ボタンを押すと全てのパラメータを自動で配置します。事前に配置され

たデータがある場合には，全ての配置情報を破棄してから再配置しますので，図 D4-63
のダイアログが開きます。

FD0469.ai

図 D4-63  Modbusレジスタ再配置警告ダイアログ

「OK」ボタンをクリックすると，自動配置が実行され入力レジスタタブ画面に反映されま
す。［Cancel］ボタンをクリックすると，情報が変更されずに画面が閉じます。
自動配置の順序は次の規則に従います。

パラメータ Normal Mapping Data Type Mapping
GW_STATUS（YFGW410） 0 ～ 8（予備 9 ～ 29） 0 ～ 7（予備 8 ～ 29）
BBR_STATUS 30 ～ 389（予備 390 ～ 499）30 ～ 349（予備 350 ～ 499）
Publish データと
DEV_STATUS

500 ～ 65535 500 ～ (Start of status 設定 -1）

［Clear All］ボタンでパラメータ配置情報全体を削除することができます。［Clear All］ボ
タンをクリックすると図 D4-64 のダイアログが開きます。

FD0470.ai

図 D4-64  Modbusレジスタ設定の削除確認ダイアログ
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［OK］ボタンをクリックすると，情報の削除が実行されます。［Cancel］をクリックする
と削除が実行されずに画面が閉じます。

○ フィルタ設定（Filter settings）
入力レジスタ欄の表示範囲をフィルタ設定で指定して限定することができます。
開始アドレス（Start Address）欄に表示を開始するレジスタ番号を終了アドレス（End 
Address）欄に表示を終了するレジスタ番号を入力します。

［Enable Filter］ボタンをクリックするとフィルタの設定が有効になり，表示されるレジス
タ番号が限定されます。［Disable Filter］ボタンをクリックすると，フィルタ設定が無効
になり全レジスタ番号が表示されます。

● 保持レジスタ（Holding Registers）タブ画面
「Holding Registers ( 保持レジスタ )」タブを選択すると図 D4-65 に示す画面が開きます。

FD0471.ai

図 D4-65 保持レジスタ画面
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「Holding Registers」タブ画面には，利用可能なパラメータ（Available Parameters）欄と
保持レジスタ（Holding Registers）欄があります。
Modbus 設定 (Modbus Settings) タブ画面の読込みパラメータの割り当て (Read Parameter 
Assignment) の選択により利用可能なパラメータの表示が変わります。

読込みパラメータの割り当てで Input Registers を選択した場合，利用可能パラメータ
(Available Parameters) 欄のツリーは以下の形式の表示になります。書き込みパラメータを
持つ機器が登録されている場合には，書き込みパラメータが表示されます。

第一階層：機器タグ名
第二階層：無線フィールド機器 UAP ID
第三階層：無線フィールド機器 パラメータ名

保持レジスタに登録できるパラメータを持たな
い機器の場合には，第三階層にパラメータが表
示されません。

読込みパラメータの割り当てで Holding Register を選択した場合，書き込みパラメータに
だけではなく，読み込みパラメータも [Holding Register] タブ画面に表示されます。

保持レジスタに配置可能なパラメータとそのデータサイズを以下に示します。

○ 読込みパラメータの割り当てをInput Registerにした場合

パラメータ名 摘要
データサイズ (WORD)

データ 
ステータス データ

AO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").OP
アナログデータ操作出
力値

1 2

BO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").OP_B
バイナリデータ操作出
力値

1 1

FD0472.ai
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○ 読込みパラメータの割り当てをHolding Registersにした場合

パラメータ名 摘要
データサイズ (WORD)

データ
ステータス データ

GW_STATUS YFGW410 の状態を通知 1 8

BBR_STATUS
バックボーンルータの
状態を通知

1 8

DEV_STATUS
無線フィールド機器の
状態を通知

1 8

UAPMO.DIAG_STATUS
無線フィールド機器の
自己診断情報を通知

1 2

AI_xx("BLOCK_DESCRIPTION").PV アナログデータを通知 1 2
BI_xx("BLOCK_DESCRIPTION").PV_B バイナリデータを通知 1 1

AO_xx("BLOCK_DEXCRIPTION").OP
アナログデータ操作出
力値

1 2

BO_xx("BLOCK_DEXCRIPTION").OP_B
バイナリデータ操作出
力値

1 1

AO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").READBACK
アナログデータ操作出
力の読み返し値

1 2

BO_xx("BLOCK_DESCRIPTION").READBACK_B
バイナリデータ操作出
力の読み返し値

1 1

パラメータの配置，削除，バッチ操作，およびフィルタ設定の操作方法は，入力レジスタ
と同じですので，本節の入力レジスタ (Input Registers) タブ画面の項を参照してください。

無線フィールド機器への書き込みを行うには，上位ホストシステムから YFGW410 の保持
レジスタに配置した書き込みパラメータのデータとデータステータスに書き込みを行っ
てください。YFGW410 はデータステータスが GOOD の場合に無線フィールド機器に書
き込みを開始します。書き込む値に変化がない場合にも設定したデータ発信周期以内に
書き込みを行ってください。設定したデータ発信周期の間に書き込みを行わなければ，
YFGW410 は無線フィールド機器への書き込みを停止します。なお，上位ホストシステム
がデータ発信周期に近い間隔で書き込みを行うと，実際にデータが送信されるまでデー
タ発信周期ほど遅れる可能性があります。これを防ぐには，データ発信周期よりも十分
短い間隔で書き込む必要があります。
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D4.2.9 無線帯域使用率（Resource）
コンフィグレータのメニューツリーの「Resource」を選択すると，図 D4-66 の画面が開
きます。

FD0473.ai

図 D4-66 フィールド無線サブネットの無線帯域使用率（Network）画面例
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● フィールド無線サブネットの無線帯域使用率（Network）
無線帯域使用率画面の一覧表には，フィールド無線サブネットのネットワーク ID（Network 
ID）とそのフィールド無線サブネットの無線帯域使用率 (%) が表示されます。使用率が
100% を超えない範囲で機器を追加することが可能です。
コンフィグレータの各設定項目を新規に設定，あるいは変更修正した後に「Resource」
を選択する場合は，その前に設定にエラーが無いかチェックしてください。
エラーチェックは，メニューバーの「Tools」⇒「Error Check」と選択することで開始します。
チェックが終了すると図 D4-67 の画面が開きます。

FD0474.ai

図 D4-67 エラーチェック（Error Check）結果表示画面

この画面ではエラーチェック結果を表示します。この画面の最終行に示されるエラーと
警告の数が共に 0 になるまで該当箇所を修正してください。

エラーが無いことを確認して［OK］ボタンをクリックして画面を閉じてください。［Stop］
ボタンをクリックするとエラーチェック動作が途中で停止されます。
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● デバイスの無線帯域使用率（Device）
「デバイス」タブを選択すると，図D4-68に示すタブ画面をメインウィンドウに表示します。

このタブ画面で，無線フィールド機器に割り振られた無線帯域の使用率や書き込みパラ
メータを持つ無線フィールド機器のダウンリンク経路（DL_Route1, DL_Route2）を確認
できます。

FD0475.ai

図 D4-68 デバイスの無線帯域使用率（Device）の画面例

「デバイス」タブ画面は，次の項目を表示します。
Item Description

Device Resource List YFGW410 に接続するバックボーンルータ（BBR）と無線フィー
ルド機器を表示します。ただし，無線フィールド機器の役割が
IO（Auto）か Not Online の場合は表示しません。 詳細は，次項
の「デバイスリソースリスト」を参照してください。

Network ID [Device Resource List] の表示範囲のフィルタ設定です。ネット
ワーク ID を指定して表示する機器を限定できます。

Export [Device Resource List] の表示内容を CSV 形式のテキストファイル
に出力します。
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○ デバイスリソースリスト（Device Resource List）
 [Device Resource List] は，次の項目を表示します。

Item Description
ID ダウンリンク経路（DL_Route1, DL_Route2）の確認のために，機

器タグごとに割り付けられる ID です。
Device Tag 機器タグ
Device Role 機器の役割（IO/IO + ルータ / ルータ / BBR）
Network ID ネットワーク ID
DL_Redundant ダウンリンク経路の状態を表示します。（Yes：冗長 /No：非冗長）
DL_Route1 ダウンリンクの第一経路をバックボーンルータ（BBR）から順番に

表示します。また，経路を機器タグ付きアイコンで表示するウィン
ドウを起動できます。
例）[BBR ID]> [ ルータ ID]> [ ルータ ID]> [ ルータ ID]> [ デバイス ID]

DL_Route2 ダウンリンクの第二経路をバックボーンルータ（BBR）から順番に
表示します。また，経路を機器タグ付きアイコンで表示するウィン
ドウを起動できます。
例）[BBR ID]> [ ルータ ID]> [ ルータ ID]> [ ルータ ID]> [ デバイス ID]

Usage 無線フィールド機器に割り振られた無線帯域の使用率です。バック
ボーンルータ（BBR）は常に ' - ' を表示します。
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○ ダウンリンク経路（Downlink Topology）
[Device Resource List] 内の [DL_Route1] または [DL_Route2] セルをクリックすると，図
D4-69 に示すウィンドウを表示します。ダウンリンクの第一経路または第二経路を機器タ
グ付きアイコンで表示します。

FD0476.ai

図 D4-69 ダウンリンク経路の表示例

○ ダウンリンク経路の出力（Export）
 [Device Resource List] の表示内容を CSV 形式のテキストファイルに出力します。ファイ
ルの出力画面で，ファイルの出力先ディレクトリとファイル名を指定してください。
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D4.2.10 設定のダウンロード
コンフィグレータで実施した設定が正しいか確認を行ったあとに，設定情報のダウンロー
ドを行います。確認方法としては，エラーチェックを単独で行う方法と，ダウンロード
時の自動確認の 2 種類があります。

● エラーチェック（Error Check）
コンフィグレータのメニューバーの「Tools」⇒「Error Check」と選択するか，コマンドバー
のダウンロードアイコン「 」をクリックすると，設定情報が設定の規則に適合してい
るかどうかのチェックを開始します。
チェック終了後に図 D4-67 に示す画面が開きます。結果にエラーや警告がある場合には，

［OK］ボタンをクリックしてエラーチェック結果画面を閉じて，エラーチェック前の画面
に戻り該当項目を修正してください。

● ダウンロード（Download）

○ 初期設定状態からダウンロードする場合
コンフィグレータを使用して設定を行った後に YFGW410 へ設定情報をダウンロードしま
す。
YFGW410，YFGW510 および無線フィールド機器の全ての情報をダウンロードしますが，
YFGW510 と無線フィールド機器は稼働している必要はありません。YFGW510 や無線
フィールド機器に対しては，稼働した時に YFGW410 から設定情報が自動的にダウンロー
ドされます。

重要 
冗長化構成で設定のダウンロードを実施する際は，モニターのバックボーン機器リスト
の YFGW410 Status より，冗長化の両方の YFGW410 が以下の状態であること確認して
から実施してください。バックボーン機器リストについては，D5.2.5 を参照してください。
・ SM Join Status と GW Join Status が Full Join になっていること。
・ Device Status が Good となっていること。
・ Active/Standby が Active または Standby となっていること。

コンフィグレータのメニューバーの「Tools」⇒「Download」と選択するか，コマンドバー
のダウンロードアイコン「 」をクリックすると，設定情報が設定の規則に適合してい
るかどうかのチェックを開始します。
チェック終了後に結果を示す図 D4-67 の画面が開きます。結果にエラーや警告がなけれ
ば，［OK］ボタンをクリックするとエラーチェック結果画面が閉じて，図 D4-70 に示す
画面が開きます。
訂正の必要な項目がある場合には，［OK］ボタンをクリックするとエラーチェック結果画
面が閉じて，ダウンロードを実行する前の状態に戻ります。該当する項目をすべて修正
して，ダウンロードの手順を再度実行します。
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FD0477.ai

図 D4-70 ダウンロード設定画面

＜ダウンロード設定＞画面には，新規設定あるいは設定変更によりダウンロード時に再
起動が必要な機器については自動的にチェックが入れられており，チェックを外すこと
はできません。手動で再起動する機種を追加するには，対象機器にチェックをします。
チェックした項目の下の階層に位置する機器は自動的にチェックされます。

［Start download］ボタンをクリックすると図 D4-71 に示すダイアログが表示されます。
［Cancel］ボタンをクリックするとダウンロードをしないでダイアログが閉じます。

FD0478.ai

図 D4-71 ダウンロード開始の警告ダイアログ

［OK］ボタンをクリックすると YFGW410 へのダウンロードが始まります。［Cancel］を
クリックすると警告ダイアログが閉じます。
ダウンロードが完了すると，図 D4-72 の画面が開きます。
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FD0479.ai

図 D4-72 ダウンロード進捗表示画面

画面を確認して［OK］ボタンをクリックするとこの画面が閉じて，図 D4-73 に示す画面
が開きます。

FD0480.ai

図 D4-73 ダウンロード結果画面

全てのダウンロードの過程の結果が OK であることを確認して，［Close］ボタンをクリッ
クしてこの画面を閉じます。

○ 運転状態で設定を変更しダウンロードする場合
フィールド無線ネットワークを運転開始後に，設定変更してダウンロードする場合には，
次の点に注意してください。

・ YFGW410 が無線フィールド機器の Publish 設定を行っているときにダウンロードを
実行すると，失敗することがあります。これを避けるために，後述するモニターの
フィールド機器リストで，設定変更対象の機器が Publish を開始していることを確認
してからダウンロードを開始してください。

・ ルーティング機器を削除またはルーティング機能を解除した場合は，配下の無線
フィールド機器は Leave します。IO(Auto) 機器を使用している場合は，ダウンロード
を行う前に，モニターで変更対象のルーティング機器経由で接続されていないか経
路を確認してください。
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・ 運転状態でフィールド無線ネットワークの設定を変更する場合には，無線帯域使用
率が一時的に増加します。このため，無線帯域使用率が 100% でなくても，経路の変
更ができない場合があります。無線フィールド機器の追加や経路変更など，フィー
ルド無線ネットワークの変更に対応するため，無線帯域使用率は 50% 以下で運用す
ることを推奨します。無線帯域使用率については，D4.2.9 無線帯域使用率を参照して
ください。

・ CF ファイルを変更する場合は，無線フィールド機器の再起動が必要です。再起動を
行わない場合は，CF ファイルの変更は反映されません。

 無線フィールド機器の再起動後にモニターで Session time-out と表示されている場合
は，CF ファイルが該当機器に適合していません。

フィールド無線ネットワークの設定変更によってフィールド無線サブネットが再起動す
る場合があります。再起動を回避するには以下の点に注意してください。

・ 当該フィールド無線サブネットを再起動せずに以下の操作を行うには，一つの操作
を行う度に設定情報のダウンロードを行ってください。

‐ 経路変更
‐ Device Role 変更
‐ Duocast 設定変更

 無線フィールド機器に対して上記の操作を複数組み合わせて行うと，あるいは上記
の操作を機器追加・削除と組み合わせて行うと，設定情報をダウンロードする際に
当該のフィールド無線サブネットの再起動が必要となります。

・ ホッピングパターンの選択，変更を行うと，設定情報をダウンロードする際に当該
のフィールド無線サブネットの再起動が必要です。

・ フィールド無線サブネットの再起動が必要かどうかは，＜ダウンロード設定＞画面
の当該のネットワーク ID のチェックの有無で判断できます。

 チェックが入っている場合は再起動が必要となります。
・ 設定を変更する過程においてネットワークリソースが不足する恐れがある場合は

YFGW410 がフィールド無線サブネット再起動の判定をすることがあります。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレータとモニ
ターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。

重要 
冗長化構成で設定のダウンロードを実施する際は，モニターのバックボーン機器リスト
の YFGW410 Status より，冗長化の両方の YFGW410 が以下の状態であること確認して
から実施してください。バックボーン機器リストについては，D5.2.5 を参照してください。
・ SM Join Status と GW Join Status が Full Join になっていること。
・ Device Status が Good となっていること。
・ Active/Standby が Active または Standby となっていること。

重要 
モニター起動中に設定ダウンロードを実行するとモニターが終了することがあります。
終了した場合は，再度起動してください。
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D4.2.11 その他の設定操作
コンフィグレータのメニューバーには，「File」，「Tools」，「Help」の 3 つの項目があります。

● ファイル（File）メニュー
ファイルメニューには，6 つのメニューがあります。

「 バ ッ ク ア ッ プ（Backup）」，「 読 込 み（Restore）」，「 設 定 デ ー タ の 出 力（Export 
Configuration Data）」，「Modbus レ ジ ス タ 設 定 の 出 力（Export Modbus Registers）」，

「Modbus レジスタ情報の入力（Import Modbus Registers）」，および「終了（Exit）」です。

○ 設定バックアップ（Backup）
YFGW410 のコンフィグレータで作成した設定情報をファイルにバックアップする機能です。

「File」⇒「Backup」と選択すると，図 D4-74 に示す画面が開きます。

FD0481.ai

図 D4-74 バックアップファイル保存画面
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ファイル名と格納場所を指定して［保存］ボタンをクリックすると図 D4-75 に示す画面
が開きます。［キャンセル］ボタンをクリックするとバックアップファイルの保存画面が
閉じます。

FD0482.ai

図 D4-75 バックアップ画面

ここでは，バックアップするファイルの暗号化とパスワード付加を設定します。
初期設定は，「暗号化のみ（Only Encryption）」が選択されています。「パスワード付の暗
号化（Encryption with Password）」を選択すると，パスワードの入力欄が有効になります
ので，パスワードの入力確認欄も含めてパスワードを設定してください。
パスワードは，16 文字までの半角の英数字および記号が使用できます。

［OK］ボタンをクリックすると設定情報がファイルに保存されます。［Cancel］ボタンを
クリックすると画面が閉じます。

○ 設定読込み（Restore）
保存した設定情報ファイルをコンフィグレータに読込む機能です。

「File」⇒「Restore」と選択すると，図 D4-76 に示す画面が開きます。

FD0483.ai

図 D4-76 バックアップファイル読込み画面
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拡張子 [.bkup] のファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックすると設定情報がコンフィ
グレータに読込まれます。［キャンセル］ボタンをクリックすると画面が閉じます。
ファイルをバックアップする際にパスワードを付けている場合には，［開く］ボタンをク
リックすると図 D4-77 の画面が表示されます。

FD0484.ai

図 D4-77 パスワード入力画面

設定情報バックアップ時に設定したパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックする
と設定情報が読込まれます。［Cancel］ボタンをクリックすると画面が閉じバックアップ
ファイルは読込まれません。
Restore Items で全ての項目にチェックが入っていることを確認して，[Restore] ボタンを
クリックしてください。Restore Items の選択は，サービス担当者が使用する機能で，日
常の点検・管理で使用する必要はありません。

○ 設定データの出力（Export Configuration Data）
無線フィールド機器の接続情報などを XML 形式のテキストファイルに出力する機能です。

「File」⇒「Export Configuration Data」と選択すると，設定データの出力画面が
開きますので，ファイルの出力先ディレクトリとファイル名を指定して出力します。

○ Modbusレジスタ設定のファイル出力（Export Modbus Registers）
Modbus レジスタに配置したプロセス値やステータスデータの情報をテキストファイルに
出力する機能です。

「File」⇒「Export Modbus Registers」と選択すると，Modbus レジスタ設定の出力画面が
開きますので，ファイルの出力先ディレクトリとファイル名を指定して出力します。

○ Modbusレジスタ設定のファイル入力（Import Modbus Registers）
Modbus レジスタへのプロセス値やステータスデータの配置情報を CSV 形式のテキスト
ファイルに入力する機能です。

「File」⇒「Import Modbus Registers」と選択すると，読込む CSV ファイルを選択する画
面が開きますので，必要なファイルを読込みます。読込んだ設定情報は，Modbus 設定の
入力レジスタ画面の入力レジスタ欄および保持レジスタ画面の保持レジスタ欄に反映さ
れます。
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○ 終了（Exit）
「File」⇒「Exit」と選択すると，図 D4-78 に示すダイアログが開きます。

設定情報をファイルに保存する必要のある場合には，事前に設定のバックアップを行っ
てください。

FD0485.ai

図 D4-78 終了確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックするとコンフィグレータが終了します。

● ツール（Tools）メニュー
ツールメニューには，5 つのメニューがあります。

「エラーチェック（Error Check）」，「ダウンロード（Download）」，「パスワード変更（Change 
Password）」，「ユーザーアカウント管理（User Account Manager）」，および「時刻設定（Time 
Setting）」です。

○ エラーチェック
設定情報の内容のエラーをチェックします。

「Tools」⇒「Error Check」と選択するとエラーチェックが実行されます。
詳細は，D4.2.10 設定のダウンロードを参照してください。

○ ダウンロード
設定情報を YFGW410，YFGW510，および無線フィールド機器にダウンロードします。
詳細は，D4.2.10 設定のダウンロードを参照してください。

○ パスワード変更
コンフィグレータに現在ログインしているユーザー名に対応するパスワードを変更する
ことができます。

「Tools」⇒「Change Password」と選択すると，図 D4-79 に示す画面が表示されます。

FD0486.ai

図 D4-79 パスワード変更画面
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ユーザー名（Use Name）欄には，コンフィグレータにログインしているユーザー名が表
示されます。古いパスワード（Old Password）欄には現在のログインパスワード，新し
いパスワード（New Password）欄とパスワードの再入力（Retype Password）欄には変更
する新しいパスワードを入力します。パスワードの欄は，機密保持のために入力した文
字が「＊」で表示されます。
パスワードには，16 文字までの半角の英数，非英文字（例 !,$,#,%) が使用できます。

［OK］ボタンをクリックするとパスワードが変更され，画面が閉じます。［Cancel］ボタ
ンをクリックするとパスワードは変更されません。

○ ユーザーアカウント管理
ユーザーアカウントの登録，削除，および権限，パスワードの管理を行います。

「Tools」⇒「User Account Manager」と選択すると，図 D4-80 に示す画面が開きます。

FD0487.ai

図 D4-80 ユーザーアカウント管理画面

画面の項目の内容は次の通りです。

項目 摘要 初期登録
ユーザー

User Name ログインユーザー名 admin

Authority
操作
権限

Administrator
監視・設定・制御，全ての操作の
権限を持つユーザーです。

Administrator
PowerUser

監視に加えて，監視データのファ
イル出力，冗長化状態の切り替え，
機器のリスタートなどが許可され
たユーザーです。

RegularUser 監視のみ許可されたユーザーです。
Description 説明記述

ユーザーアカウント管理画面内のボタンの機能は次の通りです。
ボタン名 機能

Add New User 新しいログインユーザーを登録します。
Change Password 登録されているユーザーを選択して，パスワードを変更します。
Delete 登録されているユーザーを選択して削除します。
Close ユーザーアカウント管理画面を閉じます。
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・ 新しいユーザーの追加（Add New User）
 図 D4-80 の画面で［Add New User］ボタンをクリックすると図 D4-81 の画面が開き

ます。

FD0488.ai

図 D4-81 新規ユーザー登録画面

 ログインユーザー名（User Name），ユーザー権限（Authority），パスワード（Password，
Retype Password）を入力して［OK］ボタンをクリックすると新規ユーザーが登録さ
れ画面が閉じます。［Cancel］ボタンをクリックするとユーザーは追加されません。

・ パスワードの変更（Change Password）
 図 D4-80 の画面で［Change Password］ボタンをクリックすると図 D4-79 の画面が

表示されます。パスワード変更の詳細は，ツール (Tools) メニューの項を参照してく
ださい。

・ 削除（Delete）
 図 D4-80 の画面で，ユーザーアカウント一覧表に登録されたユーザーから削除する

ユーザーを選択します。その状態で［Delete］ボタンをクリックすると図 D4-82 の
ダイアログが開きます。

FD0489.ai

図 D4-82 ユーザーアカウント削除確認ダイアログ

 ［OK］ボタンをクリックすると選択したユーザーアカウントが削除されます。［Cancel］
ボタンをクリックすると削除は実行されずに画面が閉じます。

・ 閉じる（Close）
 図 D4-80 の画面で［Close］ボタンをクリックするとユーザーアカウント管理画面が

閉じます
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○ 時刻設定
YFGW410 のシステム時刻とタイムゾーンの設定を行います。

「Tools」⇒「Time Settings」と選択すると，図 D4-83 に示す画面が開きます。

FD0490.ai

図 D4-83 時刻設定画面

画面の項目の内容は次の通りです。
項目 摘要 初期設定

System Time YFGW410 のシステム時刻
画面表示時の
システム時刻

Timezone タイムゾーン

Use UTC 協定世界時を使用
PC の
タイムゾーン

Use the 
timezone of 
the local PC

フィールド無線用管理コ
ンソールの動作する PC
のタイムゾーンを使用

システム時刻やタイムゾーンを設定して［OK］ボタンをクリックすると変更されます。
システム時刻の変更は，［OK］ボタンがクリックされたタイミングで反映されます。
タイムゾーンの変更は，設定のダウンロードを実行したタイミングで反映されます。

［Cancel］ボタンをクリックすると何も変更されずに画面が閉じます。

重要 
システム時刻の変更を行った際は，YFGW410 を手動で再起動する必要があります。

重要 
タイムゾーンで Use the timezone of the local PC を選択している場合，クライアント PC
のタイムゾーンを変更した場合は，コンフィグレータとモニターの再起動が必要です。
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● ヘルプ（Help）メニュー
ヘルプメニューには，「アプリケーションについて（About）」の項目があります。

「Help」⇒「About」と選択すると，図 D4-84 に示す画面が開きます。この画面では，ア
プリケーションのバージョンとライセンスの使用状況を表示します。

FD0491.ai

図 D4-84 バージョン表示画面

[Export] ボタンは，サービス担当者が使用する機能で，日常の点検・管理で使用する必要
はありません。
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D5.  フィールド無線システムの立ち上げ
フィールド無線システムを立ち上げて通信品質を確認する手順を説明します。
通信品質の確認には，YFGW410 に内蔵されているフィールド無線用管理コンソール (Field 
Wireless Management Console) のモニター (Monitor) を使用します。アプリケーションの
起動方法は，D2.2.2 ツールの起動を参照してください。

D5.1 システムの立ち上げ手順
フィールド無線システムは，パート C. 設置に記載された接続を行った後，次の順序で立
ち上げます。
① ホストシステム
② YFGW410
③ YFGW510
④ 無線フィールド機器（ルーティング機能を持つ機器）
⑤ 無線フィールド機器（IO 機能のみの機器）
上記④および⑤は，地理的に YFGW510 に近い機器から起動します。

YFGW410 の電源を入れ，稼働状態表示 LED の RDY が緑点灯に変わった後，1 分程度経過
してから，モニターを起動します。モニターにより，無線通信の状態を監視することが
できます。

重要 
YFGW410 の F1-F3 ポートを使用する場合は，接続する機器の電源を投入した上で
YFGW410 を起動してください。F1-F3 ポートのリンクダウンは警告 (Warning) の対象と
なっています。
冗長化構成の YFGW410 では，運転側と待機側の両方で使用するポートにリンクダウン
が検出されることがないようにしてください。

次に，YFGW510 の電源を入れてモニターでフィールド無線ネットワークに接続（Full 
Join）したことを確認します。モニターで確認する方法は，後述します。

次に，ルーティング機能（Router あるいは IO+Router 設定）を持つ無線フィールド機器
をホップ数が少ない機器から起動します。現場に設置された機器の動作を開始させるた
めの方法は，機器の状態により異なります。ディープスリープモードで待機している場
合には，駆動電源のバッテリーパックを抜き差しします。ラジオサイレンスモードで待
機している場合には，1 時間以内に自動的に起動してフィールド無線ネットワークに接続
を開始します。既定の時間内に接続を失敗した場合には，1 時間ごとに接続を試みます。
起動方法の詳細については，各機器のユーザーズマニュアルを参照してください。
モニターで，全てのルーティング機能を持つ無線フィールド機器がフィールド無線ネッ
トワークに接続（Full Join）したことを確認します。モニターで確認する方法は，後述し
ます。
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最後に IO 機能のみの無線フィールド機器を地理的に YFGW510 に近い機器から起動します。
現場に設置された機器の動作を開始させるための方法は，上記のルーティング機能を持
つ機器と同じです。モニターで，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
クに接続（Full Join）したことを確認します。モニターで確認する手順は後述します。
全ての機器がフィールド無線ネットワークに接続（Full Join）したことを確認してから 3
～ 6 時間経過した後に，モニターで無線通信経路，通信品質，機器の状態を確認します。
通信品質や通信経路に問題がある場合には，機器の設置位置あるいはアンテナの設置位
置を再検討して調整します。無線フィールド機器の位置を再検討して調整したりルーティ
ング機器を新規に追加したりして，安定に通信ができるようにする必要があります。
モニターでの通信品質の確認や機器の管理機能の操作方法については，次の章で説明し
ます。

重要 
同一のフィールド無線サブネット内で，既存のフィールド無線用アクセスポイントに無
線フィールド機器が参加しようとしている間は，新しいフィールド無線用アクセスポイ
ントは，すぐに参加することができません。無線フィールド機器の参加が完了した後，
新しいフィールド無線用アクセスポイントが参加可能になります。

D5.2 無線ネットワークの管理
フィールド無線ネットワークを立ち上げ，全ての機器の通信が安定したことを確認した
後に，通常運転に入ります。
無線通信の品質は通信経路の環境に影響されやすいので，一旦安定な状態で通信を始め
たことが確認されても様々な要因（構造物や機械の設置，大型車両の駐車，工事の仮設
構造物，無線 LAN 他の同一周波数帯の無線ネットワークの新設）で悪化してくることが
考えられます。安定的なフィールド無線ネットワークを維持するために日常の無線ネッ
トワークの状態監視と保守が重要です。
無線ネットワークの状態やネットワークに接続されている機器の状態の監視・管理を
YFGW410 に内蔵されているフィールド無線用管理コンソールのモニターで行います。

D5.2.1 モニター（Monitor）の機能
モニターには，無線ネットワークの接続形態（トポロジー），バックボーン機器（YFGW410
と YFGW510）の状態，および無線フィールド機器の状態を表示する機能，操作や警告・
異常発生の履歴を取集する機能，およびネットワークを構成する機器のファームウェア
を更新する機能を備えています。
これら機能の相関を次に示します。
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機器情報リスト
バックボーン機器
無線フィールド機器

グラフィック
ビューア

トポロジー
ビューア

機器詳細情報（プロパティ）
YFGW410，YFGW510
無線フィールド機器

機器の設置位置を
地図で確認する

機器のトポロジー
を確認する

複数の機器の状態を
リスト形式で確認する

機器個々の詳細情報を確認する

ログビューア

操作履歴，機器の警告・
異常発生履歴を確認する

FD0501.ai

図 D5-1 モニター機能の相関図

フィールド無線ネットワークの監視は以下のように実施します。
・ 複数の機器を機器情報リスト（Device List）に表示して状態を確認します。
 詳細は，D5.2.5　バックボーン機器リストおよび D5.2.6　フィールド機器リストを参

照してください。

・ フィールド無線ネットワークのトポロジーをトポロジービューア（Topology Viewer）
で確認します。

 詳細は，D5.2.4 トポロジービューアを参照してください。

・ 機器の設置位置と通信経路をグラフィックビューア（Graphic Viewer）を起動し地図
あるいはプラントの図面上で確認します。

 詳細は，D5.2.3 グラフィックビューアを参照してください。

・ 問題のある機器を特定したら，上記のビューアから個々の機器や通信経路の詳細情
報（プロパティ：Property）画面を開いて状態を確認します。

 詳細は，D5.2.3 グラフィックビューアを参照してください。

・ 操作履歴や機器の警告・異常発生履歴をログビューア（Log Viewer）で確認し問題点
解析の助けとします。

 詳細は，D5.2.7 ログビューアを参照してください。
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D5.2.2 モニター（Monitor）の起動画面表示
モニターを起動すると図 D5-2 に示す画面が開きます。

FD0502.ai

図 D5-2 モニター起動画面

起動画面が開いた時点では，何も情報は表示されていません。
メニューバーには「File」，「Tools」，および「Help」の 3 つのメニューがあります。ビュー
アを最大化した場合には，メニューバーにビューアの [ 最小化 ]，[ 元に戻す ( 縮小 )]，[ 閉
じる ] ボタンが表示されます。ツールバーには，ビューアを起動する 6 つのアイコンが配
置されています。アイコンを選択すると該当する情報が画面が表示されます。

ツールバーのアイコンは，次の機能を持ちます。
アイコン 名称 機能

 グラフィックビューア
（Graphic Viewer）

機器を配置する平面図あるいは地図上に機器の位
置を示し，機器間の通信経路を表示します。画面
内の機器アイコンや通信経路のクリックで詳細情
報を表示します。

 トポロジービューア
（Topology Viewer）

無線ネットワークの通信経路（トポロジー）を表
示します。画面内の機器アイコンや通信経路のク
リックで詳細情報を表示します。

 バックボーン機器リスト
（Backbone Device List）

フィールド無線バックボーンを構成する機器の状態
を表示します。当該機器の表示行をクリックすると
詳細情報を表示します。

 フィールド機器リスト
（Field Device List）

無線フィールド機器の状態を表示します。当該機器
の表示行をクリックすると詳細情報を表示します。

 ログビューア
（Log Viewer）

モニター操作や機器の警告・異常発生のログを表
示します。

 更新（Refresh） 全ての情報を手動で更新します。
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モニターに表示された画面は，1 分毎に自動的に更新されます。
また，機器の詳細表示については，無線フィールド機器のみが自動更新されます。機器
の詳細表示については，D5.2.3. グラフィックビューアを参照してください。

重要 
画面更新タイミングによっては，機器の状態，経路の状態が不一致になる場合がありま
す。これは，タイミングによって中間状態が表示されるためで，動作そのものには問題
はありません。次の更新により，すべて表示されます。

ツールバー右上の情報には，次の情報が表示されます。
1 行目　接続している YFGW410 の機器タグ。YFGW410 に対する接続状態，または動作モード
2 行目　YFGW410 の時刻
3 行目　上記更新 (Refresh) ボタンとユーザー名。

項目 摘要

接続している YFGW410 の
機器タグ

冗長化されている場合，冗長化コネクタの UNIT1 側が接
続されている YFGW410 では，機器タグの末尾に "-1" が
付加されます。冗長化コネクタの UNIT2 側が接続されて
いる YFGW410 では，機器タグの末尾に "-2" が付加され
ます。

YFGW410 に対する接続状態，
または動作モード

モニターが YFGW410 に接続している場合は，<Online>，
切断している場合は，<Offline> と表示されます。

YFGW410 の時刻
最後に画面更新された日時が表示されます。日時表示の
タイムゾーンはコンフィグレータで設定します。D4.2.11
その他の設定操作を参照してください。

ユーザー名 ログインしたユーザー名を表示します。
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D5.2.3 グラフィックビューア（Graphic Viewer）
グラフィックビューアでは，設定された背景画像（地図・航空写真等）上に，フィール
ド無線ネットワークのトポロジーを表示します。さらに，選択された個々の機器や通信
経路の状態を表示します。
モニターを起動し，「グラフィックビューア（Graphic Viewer）」のアイコンをクリックす
ると図 D5-3 に示す画面が開きます。

FD0503.ai

図 D5-3 グラフィックビューア画面

無線ネットワークに配置された機器は機能およびそれらの状態によって以下に示すアイ
コンで背景上に表示されます。

機器の
状態 YFGW410 YFGW510 Router 機能

を持つ機器
IO 機能のみ

の機器
機器

グループ
備考 ( アイ
コンの色 )

正常状態  B  R  I  青緑

警告状態   B  R  I  黄

異常状態   B  R  I  赤

Join 中  B  R  I  薄緑

通信経路の表示内容を次に示します。
経路の状態 第一 (Primary) 経路 第二 (Secondary) 経路 備考

正常状態  通信品質全て正常
警告状態  通信品質に問題あり
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重要 
機器の両経路が通信異常状態となった場合には，通信経路は表示されません。モニター
の画面更新のタイミングによっては通信経路が無い状態でアイコンが異常とならない
等，中間状態が表示されることがあります。次回の画面更新時に反映されます。

重要 
機器グループの経路は，すべての機器が，フィールド無線ネットワークに参加しないと
表示されません。機器グループの通信経路およびアイコンは，グループ内の無線フィー
ルド機器の中でワーストケースの値を表示します。

○ YFGW410/YFGW510の場合
状態 条件 備考

正常
機器の状態および通信経路，通信品質全てが正常の状
態です。

警告

機器は通信していますが，次の問題が発生しています。
•  YFGW410 の使用中の F1 ～ F3 ポートがリンクダウ

ンしている。
•  YFGW510 から YFGW410 への通信が切断している。
•  無線 LAN の受信信号強度（RSSI）が閾値より悪化

している。

閾値は，コンフィグレー
タで設定した値です。

異常
機器に異常が発生しているか，ネットワークから切断

（Disconnect）している状態です。

機器の種類により，条
件・対応が異なります。
(*1)

Join 中
機器が上位の機器に接続（Join）する手続きをしてい
る状態です。

YFGW410 は除きます。

(*1)　詳細は，D5.2.5 バックボーン機器リストを参照ください。

○ 無線フィールド機器の場合
状態 条件 備考

正常
機器の状態および通信経路，通信品質全てが正常の状
態です。

警告

機器は通信していますが，次の問題が発生しています。
•  パケットエラーレート（PER）が閾値より悪化して

いる。
•  受信信号強度（RSSI）が閾値より悪化している。
•  無線フィールド機器の電池残量が閾値を下回って

いる。

閾値は，コンフィグレー
タで設定した値です。

異常 ネットワークから切断（Disconnect）している状態です。

Join 中
機器が上位の機器に接続（Join）する手続きをしてい
る状態です。

各機器を示すアイコンの下側には，機器タグが表示されます。
［Hide Paths］ボタンをクリックすると機器や通信経路の状態によらず通信経路の表示が

消されます。再度ボタンをクリックすると経路が表示されます。
［Hide Tags］ボタンをクリックすると機器タグの表示が消されます。再度ボタンをクリッ

クすると機器タグが表示されます。
グラフィックビューア画面の左下部に最新の更新日時が表示されます。
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● 機器の詳細情報表示
YFGW410，YFGW510，および無線フィールド機器で表示される内容が異なりますので，
以下に説明します。

○ 無線フィールド機器
画面上の無線フィールド機器のアイコンをダブルクリックすると図 D5-4 に示す画面が開きます。

FD0504.ai

図 D5-4 無線フィールド機器詳細情報画面

表示される項目は次の通りです。これらの項目は表示のみで変更はできません。
項目 摘要

Device Tag 機器タグ
Network ID ネットワーク ID
Protocol プロトコル
Vendor/Model 製造者名／機種名
Device Role 機器の役割
EUI-64 機器固有の 64bit ID
Radio Firmware 無線部のファームウェアのバージョン
Sensor Firmware 測定部のファームウェアのバージョン
Join Status 接続状態　カッコ内に接続回数を表示
Operation Status データの自動発信（Publish）実行／停止の状態表示
Start Date 上位機器に接続要求を出した日時
Hop Count YFGW510 までのホップ数
Duocast Duocast 動作設定状態。チェック有りの時，Duocast で動作しています。
Primary Router 第一経路の接続先の機器タグ
RSSI/PER 受信信号強度／パケットエラー率
Secondary Router 第二経路の接続先の機器タグ
Battery Life 電池残容量の稼働可能期間（日）
Power Supply Status 電池容量の状態

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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○ フィールド無線用アクセスポイント（YFGW510）
画面上の YFGW510 のアイコンをダブルクリックすると図 D5-5 に示す画面が開きます。

FD0505.ai

図 D5-5 バックボーン機器詳細情報画面

表示される項目は次の通りです。これらの項目は表示のみで変更はできません。
項目 摘要

Device Tag 機器タグ
Network ID ネットワーク ID
Protocol プロトコル
Vendor/Model 製造者名／機種名
Device Role 機器の役割
Interface Type バックボーンネットワークのインタフェース形式
EUI-64 機器固有の 64bit ID
Version 機器のファームウェアのバージョン
Join Status 接続状態　カッコ内に接続回数を表示
Start Date 上位機器に接続要求を出した日時
Device Status 機器の状態

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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○ フィールド無線用管理ステーション（YFGW410）
画面上の YFGW410 のアイコンをダブルクリックすると図 D5-6 に示す画面が開きます。
画面には，「General」タブと「Interface Status」タブがあります。「General」タブを選択
すると，図 D5-6 に示す画面が開きます。

FD0506.ai

図 D5-6 YFGW410詳細情報（Generalタブ）画面

「General」タブ画面に表示される項目は次の通りです。これらの項目は表示のみで変更は
できません。

項目 摘要

Device Tag

YFGW410 の機器タグ。冗長化されている場合，冗長化コ
ネクタの UNIT1 側が接続されている YFGW410 では，機
器タグの末尾に "-1" が付加されます。冗長化コネクタの
UNIT2 側が接続されている YFGW410 では，機器タグの末
尾に "-2" が付加されます。

Vendor/Model 製造者名／機種名
Version ファームウェアのバージョン
Start Date 機器を起動した日時

System Manager

Device Tag システムマネージャーの機器タグ
EUI-64 システムマネージャーの機器固有の 64bit ID 

Join Status
システムマネージャーの接続状態　カッコ内に接続回数
を表示

Gateway
Device Tag ゲートウェイの機器タグ
EUI-64 ゲートウェイの機器固有の 64bit ID 
Join Status ゲートウェイの接続状態　カッコ内に接続回数を表示

Device Status 機器の状態
Active/Standby 動作中／待機側の状態表示

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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「Interface Status」タブを選択すると，図 D5-7 に示す画面が開きます。

FD0507.ai

図 D5-7 YFGW410詳細情報（Interface Status）画面

「Interface Status」タブ画面に表示される項目は次の通りです。これらの項目は表示のみ
で変更はできません。

項目 摘要

Field Wireless 
Backbone

B1 Link Status フィールド無線バックボーンの B1 ポートのリンク状態
B2 Link Status フィールド無線バックボーンの B2 ポートのリンク状態
B3 Link Status フィールド無線バックボーンの B3 ポートのリンク状態
B4 Link Status フィールド無線バックボーンの B4 ポートのリンク状態

Field Network
F1 Link Status フィールドネットワークの F1 ポートのリンク状態
F2 Link Status フィールドネットワークの F2 ポートのリンク状態
F3 Link Status フィールドネットワークの F3 ポートのリンク状態

Maintenance M1 Link Status 保守診断インタフェース M1 ポートのリンク状態
Synchronization S1 Link Status 冗長化の同期用 S1 ポートのリンク状態

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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○ 機器グループ
画面上の機器グループのアイコンをダブルクリックすると図 D5-8 の画面が開きます。

FD0508.ai

図 D5-8 機器グループの状態画面

タイトルバーに GROUP( 機器グループ ID) が表示されます。

表示欄に画面上部には，機器グループの接続先として，以下の情報が表示されます。こ
れらの項目は表示のみで変更はできません。

項目 摘要
Primary Router 第一経路の接続先の機器タグ
Secondary Router 第二経路の接続先の機器タグ

下に表示されるリスト項目は次の通りです。これらの項目は表示のみで変更はできません。
項目 摘要

Device Tag 機器タグ
Vendor/Model 製造者名／機種名
Device Role 機器の役割
Join Status 接続状態　カッコ内に接続回数を表示
Operation Status データの自動発信（Publish）実行／停止の状態表示
RSSI(P) 第一経路の受信信号強度
PER(P) 第一経路のパケットエラー率
RSSI(S) 第二経路の受信信号強度
PER(S) 第二経路のパケットエラー率
Battery Life 電池算容量の稼働可能期間（日）
Power Supply Status 電池容量の状態

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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○ 通信経路
画面上の通信経路をダブルクリックすると図 D5-9 の画面が開きます。この画面では経路
の詳細情報を表示します。

FD0509.ai

図 D5-9 通信経路詳細情報画面

画面のタイトルは，「下位側の機器タグ」＞＞「上位側の機器タグ」「経路の優先順位
（Primary/Secondary）」のように表示されます。

表示される項目は次の通りです。これらの項目は表示のみで変更はできません。
項目 摘要

Start point 通信を送る下位側の機器の機器タグ
End point 通信を受取る上位側の機器の機器タグ
PER 通信パケットエラー率（%）
RSSI 受信信号強度（dBm）

詳細情報画面を閉じるには［Close］ボタンをクリックします。
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● その他の機能
フィールド無線ネットワークを構成する機器の詳細情報表示のほかにも，自分の近傍で
無線通信経路を確立できる可能性のある機器の情報，機器の再起動の操作，および機器
のパラメータの直接読出し等の日常の運転管理や保守に便利な機能を，機器アイコンを
右クリックすることで呼び出すことができます。
この機能は，トポロジービューアの機器のアイコンを右クリックする方法，およびバッ
クボーン機器リストとフィールド機器リストの画面の該当機器の行を右クリックするこ
とで，呼び出すことができます。
使用できる機能は，次に示すように機器の種類によって異なります。

機能 概要
無線

フィールド
機器

バックボーン機器

YFGW510 YFGW410

Device Properties 機器の詳細情報表示 ○ ○ ○

Candidate Neighbors
近隣の通信確立候補の
機器表示

○ ○

Restart Device 機器の再起動 ○ ○ ○

Read Object Attribute
機器のパラメータの読
出し

○

Change Active/
Standby Status

機器の動作中／待機側
の状態表示

○

グラフィックビューアで，無線フィールド機器を例に機能を呼出す手順を説明します。
グラフィックビューア上の機器アイコンを右クリックすると図 D5-10 に示すようにメ
ニューが開きます。

FD0510.ai

図 D5-10 機能選択メニュー（無線フィールド機器の例）

開いたメニューから必要な機能を選択します。メニューは，画面が自動リフレッシュ（1
分毎）した際には閉じます。
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○ 機器の詳細情報表示（Device Properties）
機能選択メニューで，「Device Properties」を選択して画面を開きます。
機器の詳細情報表示については，本節で説明していますので参照してください。

○ 近隣の通信候補の機器表示（Candidate Neighbors）
この機能では，自身の周りに配置された機器で第一／第二経路の機器として使用されて
いないが，受信信号強度が使用可能なレベル以上である機器が通信経路の候補として表
示されます。
機能選択メニューで，「Candidate Neighbors」を選択すると図 D5-11 に示す画面が開き
ます。

FD0511.ai

図 D5-11 近隣の通信候補の表示画面

画面の Device Tag の欄には，この機能を起動した機器の機器タグが表示されます。
可能な候補（Available Candidate）の表の項目は次の通りです。

項目 摘要
Neighbor 候補機器の機器タグ
Vender/Model 機器の製造者名／型名
Device Role 機器の役割設定
RSSI 受信信号強度（dBm）
RSQI 受信信号品質

○ 機器の再起動（Restart Device）
機器再起動は，無線ネットワーク内の機器を強制的に再起動します。機器の動作に異常
がある場合や通信経路に問題がある場合に，その問題を解決するために使用します。た
だし，運転中に実行する場合には他の機器やホストシステムに対する影響を十分に考慮
する必要があります。通信経路の中間に位置する機器の再起動を行う場合には，特に慎
重に実施する必要があります。
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重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレー
タとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。

無線フィールド機器の場合には，機能選択メニューで，「Restart Device」を選択すると図
D5-12 に示す画面が開きます。

FD0512.ai

図 D5-12 機器再起動画面

画面のプルダウンメニューで再起動の方式を選択します。
無線フィールド機器の場合，再起動の方式（Restart Type）には，次に示す２種類あります。

起動の方式 摘要
Warm Restart 無線通信モジュールが再起動されます。

Restart as Provisioned
無線通信モジュールとセンサ測定モジュールの両方が再起動さ
れます。
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再起動の方式を選択して［OK］ボタンをクリックすると図 D5-13 に示すダイアログが開
きます。

FD0513.ai

図 D5-13 再起動実行確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックすると再起動が実行されます。［Cancel］ボタンをクリックする
と再起動が取り消され確認画面が閉じます。

バックボーン機器の場合には，機能選択ウィンドウで，「Restart Device」を選択すると再
起動方式の選択はなく図 D5-13 に示す実行確認ダイアログが開きます。ダイアログ内の
ボタン操作の結果は，無線フィールド機器の説明と同じです。

重要 
YFGW410 冗長化の構成で，データベース同期実行中（YFGW410 前面の SYN 表示器緑点
滅中）に再起動を実行すると，YFGW410 が異常状態になります。回復させるためには，
YFGW410 の電源を一旦切断してから再投入が必要になりますので，YFGW410 の再起動
はその動作状態をよく確認してから再起動を実行する必要があります。
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○ 機器のパラメータ読出し（Read Object Attribute）
機器のパラメータを参照するために手動で読み出すことができます。パラメータを読み
出すために必要な情報は，機器の中で，TSAP，Object，Attribute の 3 段階の階層に配置
されています。この階層の ID を指定して，パラメータの値を直接読み出します。
この機能では，ISA 100.11a の規格で規定されているものの，パラメータ設定管理ツール
である FieldMate や PRM では読み出すように設計されていないパラメータを読み出すこ
とができます。
パラメータを読み出すために必要な各階層の ID 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。

機能選択メニューで，「Read Object Attribute」を選択すると図 D5-14 に示す画面が開き
ます。

FD0514.ai

図 D5-14 パラメータ読出し画面

読出すパラメータの TSAP ID，Object ID，Attribute ID を入力して［OK］ボタンをクリッ
クするとパラメータの読出しを開始します。［Cancel］ボタンをクリックすると画面が閉
じます。
TSAP ID，Object ID，Attribute ID は無線フィールド機器のユーザーズマニュアルで確認く
ださい。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレー
タとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。
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読出しが終了すると，図 D5-15 の画面が表示されます。

FD0515.ai

図 D5-15 パラメータ読出し結果画面

読み出した結果は，バイナリ形式と ASCII 形式の両方で表示されます。図はファームウェ
アのバージョンを読み出した例を示しています。

［Close］ボタンをクリックすると画面が閉じます。
パラメータの読み込みに失敗すると，"Communication error: Failed to access database" と
表示されるダイアログが開きます。［OK］ボタンをクリックするとダイアログが閉じます。
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○ 運転／待機状態の変更（Change Active/Standby Status）
YFGW410 を 2 台で冗長化設定したシステムで，両方の YFGW410 が正常に起動している
場合に，運転と待機の状態を切り替えることができます。YFGW410 が 1 台のシステムの
場合や，冗長化設定のシステムでも待機側の YFGW410 が停止あるいは異常状態の場合に
は，この機能は使用できません。
機能選択メニューで，「Change Active/Standby Status」を選択すると図 D5-16 に示す画
面が開きます。

FD0516.ai

図 D5-16 運転／待機状態の変更画面

画面の「Active」欄に運転側の機器タグ名，「Standby」欄に待機側の機器タグ名が表示さ
れています。

［Change］ボタンをクリックすると機器の運転側と待機側の状態が切り替わります。
［Cancel］ボタンをクリックすると切り替えを実行せずに画面が閉じます。運転／待機状

態の変更を行った時，モニターと YFGW410 間の通信が切断することがあります。その場
合，通信エラーを示すダイアログ（Communication Error: Failed to send or receive data）
が表示されツールバーの YFGW410 運転状態が [Offline] になります。この場合，エラーダ
イアログを閉じてから，しばらく待つと画面更新時に再接続します。

運転側と待機側のフィールド無線用管理コンソールのバージョンが異なる場合，切り替
え後に再接続を行う場合に，モニターを終了するメッセージが表示されます。その場合は，
モニターを再起動してください。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレー
タとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。
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D5.2.4 トポロジービューア（Topology Viewer）
トポロジービューア（Topology Viewer）画面では，無線ネットワークの機器の接続形態

（Topology）を機器のアイコンと通信経路の線で表示します。さらに，選択された個々の
機器や通信経路の詳細情報・状態を表示します。

「トポロジービューア（Topology Viewer）」のアイコンをクリックすると図 D5-17 に示す
画面が開きます。

FD0517.ai

図 D5-17 トポロジービューア画面

画面に表示されるアイコンや線の内容，色の意味，機器詳細情報表示，および機器の状
態確認に使用する機能の詳細は，D5.2.3 グラフィックビューアの章で説明した内容と同じ
ですので参照してください。
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D5.2.5 バックボーン機器リスト（Backbone Device List）
バックボーン機器リストには，YFGW410 のステータス（YFGW410 Status）を表示するリ
ストと YFGW510 のステータス（Backbone Router Status）を表示すリストがあります。
バックボーン機器は，YFGW410 と YFGW510 です。
モニターを起動し，「バックボーン機器リスト（Backbone Device List）」のアイコンをクリッ
クすると図 D5-18 に示す画面が開きます。

FD0518.ai

図 D5-18 バックボーン機器リスト

YFGW410 ステータスリストには，次に示す項目が表示されます。
項目 摘要

Device Tag

YFGW410 の機器タグ名。冗長化されている場合，冗長化コネ
クタの UNIT1 側が接続されている YFGW410 では，機器タグの
末尾に "-1" が付加されます。冗長化コネクタの UNIT2 側が接
続されている YFGW410 では，機器タグの末尾に "-2" が付加さ
れます。

Vender/Model 製造者名／型名
Device Role 機器の役割，SM+GW のみ

SM Join Status
システムマネージャ（SM）の接続（Join）状態，

Full Join / Now Connecting / Disconnected

GW Join Status
ゲートウェイ（GW）の接続（Join）状態，

Full Join / Disconnected
Device Status 機器の状態，Good / Bad / Warning
Active/Standby 運転／待機状態の表示

各機器の機器タグ名の左に丸印のマークで機器の状態が表示されています。
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機器の状況と対処について次に示します。
マーク 状態 対処

 正常 機器が正常に動作している状態です。

 警告

機器の運転は継続していますが，次の問題が発生しています。保守を
行い正常状態に回復する必要があります。
・ 使用中の F1 ～ F3 ポートがリンクダウンしている。 

ホストシステムとの通信ケーブルが正しく接続されているか確認
してください。

 異常

機器が故障している状態です。
次の確認をしても異常状態が継続する場合には，機器交換が必要です。
・ ホストシステムとの通信ケーブルが正しく接続されているか
・ 電源が正常に供給されているか
・ 上記 2 項目が正常な場合，YFGW410 を再起動する

バックボーンルータステータスリストには，次に示す項目が表示されます。
項目 摘要

Device Tag 機器タグ名
Network ID ネットワーク ID
Vender/Model 製造者名／型名
Device Role 機器の役割，BBR のみ

Interface Type
YFGW410 とのインタフェースの形式
有線 LAN（メタルまたは光）の時は Wired，無線 LAN の時は
Wireless と表示します。

Join Status
バックボーンルータ（BBR）の接続（Join）状態，

Full Join / Now Connecting / Disconnected
WLAN1 SSID 無線 LAN1 の SSID

無線 LAN クライアント仕様の
場合に表示

RSSI 1 無線 LAN1 の受信信号強度
WLAN2 SSID 無線 LAN2 の SSID
RSSI 2 無線 LAN2 の受信信号強度
Device Status 機器の状態，Good / Bad / Warning

各機器の機器タグ名の前に丸印のマークで機器の状態が表示されています。
YFGW510 の状態は 10 分周期で更新されます。
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機器の状況と対処について次に示します。
マーク 状態 対処

 正常 機器が正常に動作している状態です。

 警告

機器の運転は継続していますが，次の問題が発生しています。保守を
行い正常状態に回復する必要があります。
・ YFGW510 から YFGW410 への通信が切断している。
 フィールド無線バックボーンへの通信ケーブルが正しく接続され

ているか確認してください。
・ 無線 LAN アクセスポイントとの通信品質（RSSI）が閾値より悪化

している。
 機器 ( アンテナ ) の位置を最適化して改善する。

 異常

機器が故障している状態です。
次の確認をしても異常状態が継続する場合には，機器交換が必要です。
・ フィールド無線バックボーンへの通信ケーブルが正しく接続され

ているか
・ 無線 LAN の設定および接続が正しく行われているか
・ 電源が正常に供給されているか
・ 上記 2 項目が正常な場合，YFGW510 を再起動する

 Join 中 上位機器と通信確立中です。接続されるまで待ちます。

この画面からも，機器の詳細情報画面や機器の種類ごとに保守等に利用可能な各種機能
を起動することができます。該当する機器の行をクリックして起動します。各メニュー
の操作の詳細については，D5.2.3 グラフィックビューアを参照してください。
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D5.2.6 フィールド機器リスト（Field Device List）
フィールド機器リスト（Field Device List）には，無線フィールド機器のステータスがリ
スト表示されています。

「フィールド機器リスト（Field Device List）」のアイコンをクリックすると図 D5-19 に示
す画面が開きます。

FD0519.ai

図 D5-19 フィールド機器リスト画面

フィールド機器リストには，次に示す項目が表示されます。
項目 摘要

Device Tag 機器タグ名
Network ID ネットワーク ID
Vender/Model 製造者名／型名

Device Role
機器の役割，IO / IO+Router / Router
コンフィグレータ上で IO(Auto) に設定した機器は，IO として
表示されます。

Join Status
フィールド無線ネットワークへの接続（Join）状態，

Full Join / Now Connecting / Disconnected

Operation Status

データ自動発信の状態， 
Published / Not Published / Session time-out
Session time-out と表示されている場合は，CF ファイルが該当
機器に適合していません。

Primary Router 第一経路の接続先の機器タグ名
RSSI (P) 第一経路の受信信号強度
PER (P) 第一経路のパケットエラー率
Secondary Router 第二経路の接続先の機器タグ名
RSSI (S) 第二経路の受信信号強度
PER (S) 第二経路のパケットエラー率
Battery Life バッテリーの残容量を稼働可能日数で表示
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項目 摘要

Power Supply Status
供給電源の状況

バッテリー駆動機器：100-75% / 75-25% / 25-0%
外部電源機器：Line powered

各機器の機器タグ名の左に丸印のマークで機器の状態が表示されています。

パケットエラー率および受信信号強度は 15 分間の移動平均を表示し，1 分周期で更新さ
れます。ただし，Duocast 設定されている YFGW510 直下の無線フィールド機器の場合，
パケットエラー率は 30 分の区間平均で表示され，受信信号強度は表示されません。

機器のトータルの状況と対処について次に示します。
マーク 状態 対処

 正常 機器が正常に動作している状態です。

 警告

機器の運転は継続していますが，次の問題が発生しています。保守を
行い正常状態に回復する必要があります。
・ PER，あるいは RSSI が閾値より悪化している
 機器 ( アンテナ ) の位置の最適化，あるいはルーターの追加で改

善する。
・ バッテリー残容量が閾値より悪化している
 バッテリーを交換する。

 異常

次の状況が考えられます。
・ フィールド無線ネットワークから切断されている
・ バッテリーが切れている
上記の項目を点検・対応しても回復しない場合には，機器交換が必要
です。

 Join 中
フィールド無線ネットワークへ接続中です。Full Join 状態になるまで
待ちます。

この画面からも，機器の詳細情報画面や機器の種類ごとに保守等に利用可能な各種機能
を起動することができます。該当する機器の行をクリックして起動します。各メニュー
の操作の詳細については，D5.2.3 グラフィックビューアの参照してください。
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D5.2.7 ログビューア（Log Viewer）
モニターは，ログとして次の内容を取得して保存しています。

・ コンフィグレータ，モニターの重要な機能の操作実行
・ 機器の通信状態の変化
・ 機器の警告状態や異常状態の発生
・ YFGW410 の冗長化の状態変化

ログは，1 ページに 1000 件記録され 65 ページ分保持されます。その件数を超えると古
いログから順に置き換えられます。

「ログビューア（Log Viewer）」のアイコンをクリックすると図 D5-20 に示す画面が開き
ます。

FD0520.ai

図 D5-20 ログビューア画面

画面には，表示しているログページ番号がページ（Page）欄に表示されます。その右側
の矢印ボタンで 1 ページずつページを移動できます。さらに，2 重矢印ボタンで最新のロ
グページ，あるいは最も古いログページに移動することができます。
日時（Date and Time）欄には，表示されているページのログの発生期間が表示されます。
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ログのリストには，メッセージの重要度のレベルを示すアイコン，事象の発生日時，お
よびメッセージが表示されます。
メッセージの重要度を示すアイコンは次の通りです。

アイコン メッセージの重要度 摘要

エラー（Error）

機器のフィールド無線ネットワークからの離脱
機器の故障
コンフィグレータやモニターの操作が正常に終了しな
かった

警告（Warning） 電池残容量が警告の閾値より悪化した時など

情報（Information）
機器の無線システムへの参加
コンフィグレータやモニターの操作が正常に終了した
ツールに対するログイン，ログアウト操作

発生するメッセージを次の表に示します。
メッセージ中の｛0｝には，対象となる機器タグ名やログイン名等が表示されます。

メッセージ 重要度
{0} joined to the network. Information
{0} left the network. Error
The security manager rejected {0} joining to the network. Information
{0}  Battery Life was below the pre-configured threshold. Warning
{0}  PER was beyond the pre-configured threshold. Warning
{0}  RSSI was below the pre-configured threshold. Warning
{0}  YFGW510 Status Error. Error
{0}  YFGW510 Status Error recovered. Information
Duplicated device tag was found: {0} Error
A downloaded new Radio Firmware for {0} was canceled. Information
Downloading a new Radio Firmware to {0} was successfully finished. Information
Downloading a new Radio Firmware to {0} was failed. Error
User prohibited field wireless radio of Network ID {0}. Warning
User allowed field wireless radio of Network ID {0}. Warning
Radio transmission of Network ID {0} could not be prohibited. Error
Radio transmission of Network ID {0} could not be allowed. Error
OTA provisioning to {0} was successfully finished. Information
OTA provisioning to {0} was failed. Error
Provisioning information on {0} was reset. Information
Update join key command to {0} was rejected. Warning
Duplicated EUI-64 was found: {0} Error
User sent the update join key command to {0}. Information
The communication from {0} was stopped temporally. Warning
The communication from {0} was recovered. Information
System manager rejected {0} by protocol mismatch. Warning 
After publishing, the publication interval of {0} was beyond a Stale Limit. Error
Sending the publication to {0} started. Information
Sending the publication to {0} stopped. Information
A downloaded new Sensor Firmware for {0} was canceled. Information
Downloading a new Sensor Firmware to {0} was successfully finished. Information
Downloading a new Sensor Firmware to {0} was failed. Error
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メッセージ 重要度
Gateway read Object Attribute of {0} successfully. Information
Gateway failed to read Object Attribute of {0}. Error
Gateway could not configure Field Device(s). Error
Monitor ({0} changed Active and Standby of YFGW410.) Information
Monitor ({0} activated Maintenance Mode.) Warning
Monitor ({0} activated Normal Mode.) Information
Monitor (Downloading a new Radio Firmware to {0} was started. ) Warning
Monitor (Downloading a new Sensor Firmware to {0} was started.) Warning
Monitor (Downloading a new Backbone Device Firmware to {0} was 
started.) Warning

Monitor (User executed to apply a new Radio Firmware to {0}.) Warning
Monitor (User executed to apply a new Sensor Firmware to {0}.) Warning
Monitor (User executed to apply a new Backbone Device Firmware to {0}.) Warning
User sent the warm restart command to {0}. Information
User sent the restart as provisioned command to {0}. Information
User Control ({0} changed User Password.) Information
Configurator(System time was changed to {0}.) Information
Monitor ({0} uploaded Technical Information.) Information
Configurator ({0} executed to start download configuration.) Warning
Configurator ({0} downloaded configuration successfully.) Information
Configurator ({0} failed to download configuration.) Error
User Control ({0} added new user account.) Information
User Control ({0} deleted user account.) Information
GUI was shut down by firmware version difference of YFGW410. Information
Monitor(User executed to read Object Attribute of {0}.) Information
{0} logged in to the YFGW410. Information
{0} logged out of the YFGW410. Information
User sent the restart command to {0}. Information
User enabled the OTA provisioning network on Network ID:{0}. Warning
User disabled the OTA provisioning network on Network ID:{0}. Information
{0} Temperature was beyond a higher threshold. Warning
{0} Temperature was below a lower threshold. Warning
{0} Voltage was beyond a higher threshold. Warning
{0} Voltage was below a lower threshold. Warning
{0} Link up on B1 Information
{0} Link up on B2 Information
{0} Link up on B3 Information
{0} Link up on B4 Information
{0} Link up on F1 Information
{0} Link up on F2 Information
{0} Link up on F3 Information
{0} Link up on M1 Information
{0} Link up on S1 Information
{0} Link down on B1 Information
{0} Link down on B2 Information
{0} Link down on B3 Information
{0} Link down on B4 Information
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メッセージ 重要度
{0} Link down on F1 Information
{0} Link down on F2 Information
{0} Link down on F3 Information
{0} Link down on F1 Warning
{0} Link down on F2 Warning
{0} Link down on F3 Warning
{0} Link down on M1 Information
{0} Link down on S1 Information
{0} Redundant status was changed to INIT. Information
{0} Redundant status was changed to SYNC. Information
{0} Redundant status was changed to STANDBY. Information
{0} Redundant status was changed to ACTIVE. Information
{0} HW Error: Internal interface was down Error
{0} HW Error: PTP Module Error
{0} The connection of SYNCHRONIZATION port was changed. Warning
{0} Time Synchronization Error Error
A downloaded new Backbone Device Firmware for {0} was canceled. Information
Downloading of a new Backbone Device Firmware to {0} was successfully 
finished. Information

Downloading of a new Backbone Device Firmware to {0} was failed. Error

重要 
重要度が " エラー (Error)" の事象に対しては，回復のための処置あるいは操作の再実行が
必要になります。当該機器のユーザーズマニュアルの保守の項目を参照して対応してく
ださい。

D5.2.8 メニューバーから起動する機能
メニューバーには「File」，「Tools」，および「Help」の 3 つのメニュー項目があります。
ここでは，メニューバーから展開して起動する機能について説明します。

● ファイル（File）メニュー
ファイルメニューの中には，「機器リスト出力（Export Device List）」，および「終了（Exit）」
の 2 つのメニューがあります。

○ 機器リスト出力（Export Device List）
バックボーン機器リスト，フィールド機器リスト，および機器個別の詳細情報（Property）
に表示される全ての項目の内容を CSV 形式のテキストファイルに出力する機能です。

「File」⇒「Export Device List」と選択すると，リストの出力画面が開きますので，ファイ
ルの出力先ディレクトリとファイル名を指定して出力します。

○ ログビューアテキスト出力（Export Log Viewer Text）
ログビューア (Log Viewer) に表示されるメッセージを CSV 形式のテキストファイルに出
力する機能です。

「File」⇒「Export Log Viewer Text」と選択すると，リストの出力画面が開きますので，ファ
イルの出力先ディレクトリとファイル名を指定して出力します。
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○ 終了（Exit）
「File」⇒「Exit」と選択すると，図 D5-21 に示すダイアログが開きます。

FD0521.ai

図 D5-21 終了ダイアログ

［OK］ボタンをクリックするとモニターが終了します。

● ツール（Tools）メニュー
ツールメニューの下には，7 つのメニューがあります。

「 パ ス ワ ー ド 変 更（Change Password）」，「 ユ ー ザ ー ア カ ウ ン ト 管 理（User 
Account Manager）」，「機器の再起動（Select Restart Devices）」，「OTA プロビジョニング
管理（OTA Provisioning Manager）」，「電池交換管理（Battery Replacement Manager）」，「無
線出力の禁止（Prohibit Radio Transmission)」，「ファームウェアのダウンロード（Firmware 
Download Manager）」，「保守モード（Maintenance Mode）」，および「技術情報の読込み

（Upload Technical Information）」です。

○ パスワード変更
モニターに現在ログインしているユーザーのパスワードを変更することができます。
パスワードは，モニターとコンフィグレータで共通に管理されています。すなわち，ど
ちらのアプリケーションで設定しても他方のアプリケーションに反映されます。手順は，
D4.2.11 その他の設定操作のパスワード変更を参照してください。

○ ユーザーアカウント管理
ユーザーアカウントの登録，削除，および権限，パスワードの管理を行います。
パスワードは，モニターとコンフィグレータで共通に管理されています。すなわち，ど
ちらのアプリケーションで設定しても他方のアプリケーションに反映されます。手順は，
D4.2.11 その他の設定操作のユーザーアカウント管理を参照してください。
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○ 機器の再起動
「Tools」⇒「Select Restart Devices」と選択すると，図 D5-22 に示す画面が開きます。こ

の画面では，機器を選択して再起動させることができます。

FD0522.ai

図 D5-22 再起動実行機器選択画面

再起動を実行する機器にチェックをします。再起動項目（Restart Items）ツリーにおいて，
チェックした項目や機器の下層に属する機器には自動的にチェックが付けられます。

［OK］ボタンをクリックすると図 D5-23 に示すダイアログが開きます。［Cancel］ボタン
をクリックすると実行されずに画面が閉じます。

FD0523.ai

図 D5-23 実行確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックすると選択された機器の再起動が実行されます。［Cancel］ボタ
ンをクリックすると再起動は実行されずにダイアログが閉じます。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレー
タとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。
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○ OTAプロビジョニング管理
モニターから，無線フィールド機器に対し OTA プロビジョニングを行うことができます。

「Tools」⇒「OTA Provisioning Manager」と選択すると，図 D5-24 に示す画面が開きます。

 
FD0524.ai

図D5-24 OTAプロビジョニング管理画面
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画面内の項目は以下の通りです。
項目 摘要

Target Network ID

OTA プロビジョニングを有効にするフィールド無線サブネット
を，コンフィグレータで登録したネットワーク ID から選択しま
す。「Enable Provisioning Network」チェックボックスを選択す
ると，OTA プロビジョニングが有効になります。
OTA プロビジョニングを行った無線フィールド機器は，選択し
たネットワーク ID が設定されます。

Provisioning Network

OTA プロビジョニング有効時に検出した無線フィールド機器の
下記情報を表示します。
・ EUI-64
・ 現在設定されている機器タグ名 (Current Device Tag)
・ 機器タグ名の候補 (Target Device Tag)
・ 最終検出時刻と検出回数 (Last Detected)
・ プロビジョニング実行状態 (Provisioning Status)
機器タグ名の候補はコンフィグレータで設定されたものが表示
されます。

Start Provisioning

「Provisioning Network」内の「Target Device Tag」からコンフィ
グレータで登録した機器タグを選択し，チェックボックスを選
択すると，「Start Provisioning」ボタンが有効になります。その
状態で「Start Provisioning」ボタンを押すと，選択された機器
に対してプロビジョニングを実行します。

Operating Network

「Target Network ID」で指定されたフィールド無線サブネット
の無線フィールド機器の下記情報を示します。プロビジョニ
ングが完了し，このフィールド無線サブネットに Join すると，
下記の「Join Status」が Full join になります。
・ 機器タグ名 (Device Tag)
・ EUI-64
・ 機器の役割 (Device Role)
・ Join 状態 (Join Status)
・ プロビジョニング情報の有無 (Provisioning Information)
プロビジョニング情報の有無は，「プロビジョニングファイル
を使用する」OOB プロビジョニングもしくは OTA プロビジョ
ニングを実施した機器の場合にチェックがつきます。以下の
Update Join Key を実施可能な場合はチェックがなしになって
います。

Command

無線フィールド機器のプロビジョニング情報を操作します。
・ Reset Provisioning Information

無線フィールド機器のプロビジョニング情報を削除します。
・ Update Join Key

「プロビジョニングファイルを使用しない」OOB プロビジョ
ニングおよび工場出荷時にプロビジョニングされた無線
フィールド機器を再プロビジョニングします。

「Command」 で 操 作 を 選 択 し，「Apply」 ボ タ ン を 押 す と，
「Operating Network」内の選択された無線フィールド機器に対

して，操作を実行します。
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Provisioning Status に表示される値と意味を以下の表に示します。
項目 摘要

Not provision Provisioning が実施されていない。
Waiting YFGW410 と通信中，または，Provisioning 対象を探している。
Now provisioning Provisioning 中
Provisioned Provisioning 完了
Failed to provision Provisioning 失敗

以下に OTA プロビジョニングの実施手順を示します。
1)  「Target Network ID」で OTA プロビジョニングを有効にするフィールド無線サブネッ

トをコンフィグレータで登録したネットワーク ID から選択します。
2)  「Enable Provisioning Network」チェックボックスを選択すると，OTA プロビジョニ

ングが有効になり，検出された無線フィールド機器が「Provisioning Network」に表
示されます。 

3)  プロビジョニングを行う無線フィールド機器のチェックボックスをチェックし，
「Target Device Tag」から設定する機器タグ名を選択します。

4)  「Start Provisioning」ボタンを押すとプロビジョニングが開始されます。プロビジョ
ニ ン グ の 実 行 状 況 は「Provisioning Network」 の「Provisioning Status」 で 確 認 す
ることができます。プロビジョニングが完了した無線フィールド機器は，「Target 
Network ID」にて指定されたフィールド無線サブネットに Join すると，「Provisioning 
Network」から削除され，「Operating Network」にて「Join Status」を確認できます。

5)  「Operating Network」 に て 全 て の 機 器 の Join が 確 認 で き た ら (「Join Status」 が
Full join になったら )，プロビジョニング作業が完了となりますので，「Enable 
Provisioning Network」のチェックをはずします。

重要 
プロビジョニング情報を更新した後は，コンフィグレータの再起動が必要です。コンフィ
グレータを再起動せずに設定ダウンロードすることはできません。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。また，本操作を
完了後は，必ず「Enable Provisioning Network」のチェックをはずしてから画面を閉じ
てください。コンフィグレータとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起
動を参照してください。

重要 
・ 電波状況など周辺環境によって，OTA プロビジョニング対象の無線フィールド機器

を YFGW410 が認識するまでに時間がかかる場合があります。
・ OTA プロビジョニングを実施する無線フィールド機器の Join は，OOB プロビジョニ

ング済みの無線フィールド機器の Join と比べると Join 完了までに時間がかかります。
・ OTA プロビジョニング中にプロビジョニングプロセスを中断する操作（YFGW410/

YFGW510 および無線フィールド機器の再起動等）を行わないで下さい。プロビジョ
ニングプロセスが中断した場合は，無線フィールド機器のプロビジョニング情報の
削除が必要となります。
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○ 電池交換管理
「Tools」⇒「Battery Replacement Manager」と選択すると，図 D5-25 に示す画面が開き

ます。この画面では，無線フィールド機器の電池交換時に必要な操作を行うことができ
ます。本機能は横河電機の無線フィールド機器のみに利用することができます。

FD0525.ai

図 D5-25 電池交換管理画面

画面内のリストの表示項目は，次の通りです。
項目 摘要

電池交換対象機器のラジオボタン
Device Tag 機器タグ名
Vendor Name 製造者
Model Name 形名
Join Status 接続状態　カッコ内に接続回数を表示
Operation Status データの自動発信（Publish）実行／停止の状態表示
Power Status 電池容量状態アイコン 75 ～ 100%

25 ～ 75%

0 ～ 25%

外部電源機器

不明

稼働可能日数 電池残容量を稼働可能日数で表示します。（日）

画面内のボタンの機能は次の通りです。
項目 摘要

Reset Energy Left 電池の利用状態をリセットします。
Warm Restart 機器を再起動します。
Close 電池交換管理画面を閉じます。

以下に電池交換の実施手順を示します。
・ 電池交換の対象機器がフィールド無線ネットワークに接続できる場合

1) 対象機器のラジオボタンを選択して，[Reset Energy Left] ボタンを押してください。
2) 対象機器の電池を交換します。
3) 対象機器の Operation Status が Published と表示された後に，Power Status の電池

残日数が更新されたことを確認してください。
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・ 電池交換の対象機器がフィールド無線ネットワークに接続できない場合
1) 対象機器の電池を交換します。
2) 対象機器の Operation Status が Published と表示されていることを確認してください。
3) 対象機器のラジオボタンを選択して，[Reset Energy Left] ボタンを押してください。
4) 対象機器のラジオボタンを選択して，[Warm Restart] ボタンを押してください。
5) 対象機器の Operation Status が Published と表示された後に，Power Status の電池

残日数が更新されたことを確認してください。

重要 
具体的な手順と注意事項については，各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。

○ 無線出力の禁止
この機能は，サービス担当者が使用する機能で，日常の点検・管理で使用する必要はあ
りません。

○ ファームウェアの更新
モニターから，バックボーン機器，無線フィールド機器のファームウェアを更新するこ
とができます。

「Tools」⇒「Firmware Download Manager」と選択すると，図 D5-26 に示す画面が開きます。

FD0526.ai

図 D5-26 ファームウェアダウンロード管理画面
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この画面には，無線フィールド機器の「無線ファームウェア（Radio Firmware）」タブと「セ
ンサファームウェア（Sensor Firmware）」タブ，および「バックボーン機器ファームウェ
ア（Backbone Device Firmware）」タブのサブ画面があります。
図 D5-26 では，「Radio Firmware」タブ画面が開いています。

画面内のリストの表示項目は，次の通りです。
項目 摘要

□
更新対象機器のチェックボックス。項目行のチェックボックス
をチェックすると表示される全ての機器にチェックが入ります。

Device Tag 機器タグ名
Vender/Model 製造者／型名
Device Role 機器の役割
Version 現在のモジュールファームウェアのバージョン

Status
機器の状態を表示。初回の更新までは無線接続状態を示し，そ
の後は更新作業の結果を表示します。

画面内のボタンの機能は次の通りです。
ボタン 機能

Download Firmware 対象機器にファームウェアのダウンロードを開始します。
Cancel Download ダウンロードを中止します。

Apply
機器にダウンロードしたファームウェアを適用するために機器
を再起動します。［Apply］ボタンは，ダウンロードが正常に終
了した後に有効になります。

Model や Status が異なる機器を同時に選択した場合は，誤操作を防ぐため上記ボタンが
有効にならないようになっています。ファームウェアダウンロードは，型名が異なる機
器のダウンロードは行わず，1 種類ずつ実施してください。

重要 
本操作は，コンフィグレータとモニターで競合する操作と同時に実行しないでください。
必ず，他の競合処理が完了したことを確認してから実行してください。コンフィグレー
タとモニターで競合する操作については D2.2.2 ツールの起動を参照してください。

ファームウェアダウンロード管理画面の［Close］ボタンをクリックすると，ファームウェ
ア更新の作業の状態を保持したまま画面が閉じられます。ファームウェアダウンロード
を実行中にこの画面を閉じてもダウンロードは継続されます。ただし，モニターを終了

（Exit）すると作業・設定が初期化されますので，ファームウェアダウンロードを実行中
に画面を閉じて他の作業をする場合には，ファームウェア更新の手順が完了するまでモ
ニターを終了しないように十分に注意が必要です。
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図 D5-27 に「Sensor Firmware」タブ画面が開いた状態を示します。

FD0527.ai

図 D5-27 ファームウェア更新画面（センサファームウェア）

リスト内の表示項目，ボタンの機能，および［Close］ボタンで画面を閉じた状態のとき
の注意事項は，「Radio Firmware」タブ画面の説明内容と同じです。
図 D5-28 に「Backbone Device Firmware」タブ画面が開いた状態を示します。

FD0528.ai

図 D5-28 ファームウェア更新画面（バックボーン機器ファームウェア）
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リスト内の表示項目は，「Radio Firmware」タブ画面と同じですが，ステータス（Status）
の表示が初回の更新終了までは，機器が正常に接続されている場合に " 検出（Detected）"
と表示されます。その他の項目の内容は「Radio Firmware」タブ画面と同じです。
また，「Backbone Device Firmware」タブ画面内のボタンの機能，および［Close］ボタン
で画面を閉じた状態のときの注意事項は，「Radio Firmware」タブ画面の説明内容と同じ
です。

・ ファームウェアの更新の手順
センサファームウェアの更新を例に説明します。
図 D5-27 に示した「Sensor Firmware」タブ画面で，更新対象機器にチェックをします。

［Download Firmware］ボタンをクリックすると図 D5-29 に示す画面が開きます。この画
面では，対象機器にダウンロードするための情報を設定します。
無線ファームウェアおよびバックボーン機器のファームウェアダウンロードでは，セン
サファームウェア更新画面は表示されません。次の図 D5-29 に示す新しいファームウェ
アを選択する画面（Open Firmware File）が開きます。

FD0529.ai

図 D5-29 センサファームウェア更新画面

TSAP ID と Object ID は指定されていますので変更しないでください。更新するファーム
ウェアファイルを選択するために「Firmware File」欄の右側のボタンを押すと図 D5-30
に示す新しいファームウェアを選択する画面 <Open Firmware File> が開きます。
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FD0530.ai

図 D5-30 ファームウェア選択画面

新しいファームウェアを選択し，［開く］ボタンをクリックすると図 D5-29 に示した画面
の「Firmware File」欄に選択したファイル名が表示されます。［キャンセル］ボタンをクリッ
クするとファイルが指定されずに画面が閉じます。
図 D5-29 に示した画面で［Start Download］ボタンをクリックすると図 D5-31 に示すダ
イアログが開きます。［キャンセル］ボタンをクリックすると図 D5-29 の画面が閉じます。

FD0531.ai

図 D5-31 ダウンロード確認ダイアログ

［OK］ボタンをクリックするとダウンロードが開始され，図 D5-32 に示す画面になります。
［Cancel］ボタンをクリックすると操作が中止され確認ダイアログが閉じます。
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FD0532.ai

図 D5-32 センサファームウェアタブ画面（ファームウェアダウンロード中）

新しいファームウェアのダウンロードが開始されると対象機器の「Status」欄に "Waiting 
for download to complete" と表示された後に，図 D5-32 に示すようにダウンロードの進
行状態を緑色のバーグラフで表示します。
ダウンロード中に［Cancel Download］ボタンをクリックすると，実行中止処理の間「Status」
欄に "Waiting" と表示され終了後に接続状態の表示になります。
ダウンロードが成功すると「Sensor Firmware」タブ画面が図 D5-33 に示す表示になります。
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FD0533.ai

図 D5-33 センサファームウェアタブ画面（ファームウェアダウンロード成功時）

「Sensor Firmware」タブ画面の［Apply］ボタンが有効になり，「Status」欄に "Download 
completed." と表示されます。

［Apply］ボタンをクリックすると，「Status」欄に "Waiting" と表示され機器側で新しい
ファームウェアで動作するように切り替えられます。切り替えが終了すると「Status」欄
に "Apply command was sent." と表示され，対象機器が自動的に再起動されます。
再 起 動 を 開 始 す る と 完 了 ま で の 間，「Status」 欄 に は "Disconnected" → "Now 
connecting" → "Apply command was sent." と状態の進行に合わせて表示されます。ファー
ムウェアの適用が成功したかどうかは，バージョン情報で確認してください。バージョ
ン情報は，ファームウェアを適用後，フィールド無線ネットワークに再接続した時に更
新されます。"Apply command was sent." は，次のファームウェアダウンロードまで表示
し続けます。

バックボーン機器のファームウェアダウンロードについては，無線ファームウェアおよ
びセンサファームウェアと異なる手順が発生します。

重要 
バックボーン機器に対するファームウェアダウンロードを実施した後は，モニターで該
当機器および配下の無線フィールド機器が正常にフィールド無線ネットワークに参加し
ていることを確認してください。そのあとで，残りのバックボーン機器に対するファー
ムウェアダウンロードを実施します。

重要 
フィールド無線用アクセスポイントには複数の Model があります。バージョンアップを
行う場合は，Model ごとにファームウェアダウンロードを実施します。
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(1)  YFGW410 のファームウェアは，無線フィールド機器に対しファイルサイズが大きい
ため，YFGW410 に対するファイルのアップロード進捗状態の表示があります。

(2) YFGW410 のファームウェア更新後，フィールド無線用管理コンソールのバージョン
が更新された場合，モニターおよびコンフィグレータで YFGW410 にアクセスした時
に終了確認のメッセージが表示されます。

(3)  冗長化構成の YFGW410 及び YFGW510 をバージョンアップする手順には次の 2 通り
があります。バージョンアップを行う際は，フィールド無線用管理コンソールを使
用する PC を，Layer 2 スイッチ経由で各 YFGW410 のフィールドネットワークインタ
フェース 1 ～ 3 のいずれかに接続する構成としてください。

 i. ホストシステムと YFGW410 の接続を維持してバージョンアップを行う場合
 ①  YFGW410 の運転 / 待機状態を確認します。説明のために最初に運転側を機器 A，

待機側の機器 B とします。
 ②  機器 B のファームウェアダウンロードを実行し，新しいファームウェアを適用

します。
 ③  モニターの運転 / 待機状態の変更機能で機器 A を待機側に変更します。機器 A 

と機器 B はバージョンが違うため，モニターおよびコンフィグレータは，再接
続するときに終了の確認ダイアログを表示しますが，[OK] ボタンをクリックし
て終了してください。

 ④  待機側になった機器 A に対してファームウェアダウンロードを実行し，新しい
ファームウェアを適用します。

 ⑤  YFGW510 に対してファームウェアダウンロードを実行し，新しいファームウェ
アを適用します。このとき，無線フィールド機器の片側の経路が接続された状
態となるように YFGW510 を選択して，ファームウェアダウンロードと新しい
ファームウェアの適用を実施してください。

 ⑥  バージョンアップが完了していない YFGW510 に対して，ファームウェアダウ
ンロードと新しいファームウェアの適用を行います。

 ii. YFGW410 と YFGW510 を機種ごとにバージョンアップする場合
 ①  運転側および待機側の両方の YFGW410 を選択して，ファームウェアダウンロー

ドを実行し，新しいファームウェアを適用します。
    この手順でファームウェアダウンロードを実施した場合は，フィールド無線

ネットワークを構成するすべての機器が再起動します。
 ②  YFGW510 に対してファームウェアダウンロードを実行し，新しいファームウェ

アを適用します。

(4)  バックボーン機器は，ファームウェアダウンロードと適用を続けて行ってください。
ダウンロード完了後，個別に適用などの操作を行うとすでにダウンロードが完了し
た機器が，ダウンロード前の状態に戻ってしまうことがあります。ダウンロード前
の状態になった場合は，再度ダウンロードを実施してください。

(5) バックボーン機器は，無線フィールド機器と比べると短時間でファームウェアダウ
ンロードが完了するため，ダウンロードの途中はキャンセルボタンが有効となりま
せん。ファームウェアダウンロード完了後にキャンセルボタンが有効になり，キャ
ンセルすることができます。
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機器の種類により，更新所要時間が異なります。所要時間の目安は次の通りです。
機器 更新所要時間（分）*1 条件

YFGW410 8 分 /1 台
YFGW510 3 分 /1 台

無
線

フ
ィ

ー
ル

ド
機

器 無線部
15 分 /1 台 EJX-L シリーズ，YTA510，YTMX580 の

場合60 分 /30 台

センサ部
360 分 /1 台 EJX-L シリーズ，YTA510，YTMX580 の

場合360 分 /25 台
*1 ファームウェアの適用から再起動まで別途時間がかかります。

重要 
無線ファームウェアのダウンロード中は，無線フィールド機器から送信されている
Publish データが途切れる場合があります。

重要 
無線ファームウェア，センサファームウェア，バックボーン機器ファームウェアは同時
に更新することができません。タブ画面ごとにダウンロードと適用を実施してください。
ファームウェア更新を実施する際は，各ファームウェアのリリースノートに記載された
手順で実施してください。

重要 
無線フィールド機器のファームウェアダウンロードは，最大 100 台まで同時に実施可能
です。100 台を越える場合は，複数にわけてダウンロードおよび適用を実施してください。

重要 
ファームウェア更新において，新しいファームウェアのダウンロードが成功した後に機
器に新しいファームウェアを適用するために自動で再起動します。フィールド無線ネッ
トワーク内で中継機能を担っている機器を再起動すると，その機器の下位側に接続して
いる機器の影響が出る場合がありますので十分に注意して実行する必要があります。
他社が提供する無線フィールド機器の中には，ファームウェアを適用しても自動的にリ
スタートしない機器があります。この場合，手動で再起動してください。手動で再起動
する方法は，本節の機器の再起動の項を参照してください。

重要 
ファームウェアダウンロード管理画面の［Close］ボタンをクリックすると，ファームウェ
ア更新の作業の進行中でも状態を保持したまま画面が閉じられます。
ファームウェアダウンロードを実行中にこの画面を閉じてもダウンロードは継続されま
す。ただし，モニターを終了（Exit）すると一部の作業・設定が初期化されます。ファームウェ
アダウンロードは長時間を要する場合もありますので，実行中に画面を閉じて他の作業
をする場合には，ファームウェア更新の手順が完了するまで十分に注意が必要です。
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○ 保守モード（Maintenance Mode）
この機能は，サービス担当者が使用する機能で，日常の点検・管理で使用する必要はあ
りません。

○ 技術情報の読込み(Upload Technical Information)
この機能は，サービス担当者が使用する機能で，日常の点検・管理で使用する必要はあ
りません。

○ 詳細技術情報の読み込み(Upload Technical Information Detail)
この機能は，サービス担当者が使用する機能で，日常の点検・管理で使用する必要はあ
りません。

● ヘルプ（Help）メニュー
ヘルプメニューには，アプリケーションについて（About）のメニューがあります。

「Help」⇒「About」と選択すると，図 D5-34 に示す画面が開きます。この画面では，ア
プリケーションのバージョンを表示します。

FD0534.ai

図 D5-34 バージョン表示画面
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パートE. 運用・保守
この章では，フィールド無線システムの日常の運用における確認作業や警告・異常発生
時の保守，および無線システム構成機器の追加・交換の方法について説明します。

E1.  日常点検・保守
フィールド無線ネットワークは，立ち上げ作業終了後に通常運転に入ってからも通信の
安定度を監視することが重要です。無線通信は，通信経路上の電波に対する障害物の影
響を受けると不安定になる可能性があります。新しく建物や装置が増設されたり，工事
や保守のために金属製の構造物が仮設置されたり，クレーン等の車両が入る場合には特
に注意が必要です。

E1.1 日常点検

E1.1.1 無線システムの運転状態
日常点検として，YFGW410 に接続された PC で，フィールド無線用管理コンソールのモ
ニターを起動し，無線システムの状態監視を行います。
モニターを起動する PC を YFGW410 の近傍において作業する場合には YFGW410 の保守
診断インタフェースに接続し，ホストシステムの稼働する計器室等で作業する場合には
アクセス管理リストに登録した PC をフィールドネットワークインタフェースに接続して
作業します。
日常点検では，モニターの各画面で YFGW410，YFGW510，および無線フィールド機器が，
全て正常であることを確認します。
モニターで無線システムの状態を確認する方法およびモニターの操作方法は，D5. 章を参
照ください。

E1.1.2 YFGW410の点検
YFGW410 の点検には，無線システムの構成機器としての運転状態の点検のほかに，機器
の設置状態の点検を行ってください。
機器の取付けの状態，電源および通信ケーブルの接続状態，および汚れの状態を点検し
ます。
機器の筐体が汚れたりほこりがたまったりしている場合には，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。

重要 
筐体には放熱用の通気口が開いていますので汚れ等を拭き取る場合，内部に異物や水分
が絶対に入らないように十分注意してください。

重要 
YFGW510 や無線フィールド機器等，他の構成機器の機器本体の点検については，それ
ぞれの機器のユーザーズマニュアルを参照ください。
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E1.2 異常状態の機器の対処
ホストシステムでの異常状態通知によりモニターで機器の状態を確認し，状態表示が異
常の機器については緊急の処置が必要です。
モニターに表示される機器詳細情報を参考に，機器間の通信経路，電源，あるいは機器
自身やセンサの故障かを判断して対処してください。
異常時の機器の処置方法については，当該機器のユーザーズマニュアルを参照してくだ
さい。YFGW410 については，このユーザーズマニュアルの中で説明します。

E1.3 警告状態の機器の対処
ホストシステムの異常状態通知や日常のモニターによる点検で，警告状態にあることが
判明した機器はプロセス値やステータスの通信は継続していたとしても，さらに状態が
悪化すると通信が異常になる可能性があります。
モニターは無線フィールド機器の無線通信品質（PER，RSSI）と電池駆動機器の電池残容量，
および無線 LAN クライアント仕様の YFGW510 の無線 LAN 通信品質（RSSI）を監視して
います。コンフィグレータで設定した閾値より悪化すると該当機器を警告状態と判断し
てモニターで警告表示します。
無線フィールド機器の電池残容量が原因で警告が出た場合には，表示される日数にかか
わらず可能な限り早く電池パックを交換してください。交換の方法については，当該機
器のユーザーズマニュアルを参照ください。
無線通信品質が原因で警告が出た場合には，その通信経路に無線伝搬の障害になる状況
が発生していないか確認してください。経路の途中あるいは機器の周辺に構造物や車両
が新たに存在していないか，周囲で新たに無線 LAN 等の同一周波数帯の無線システムが
使用開始されていないか確認してください。通信品質による警告の出ている機器をしば
らく監視し，自然に復帰する兆候が認められない場合には，機器の配置特にアンテナの
設置位置の調整やルーティング機能を持つ機器の追加を検討する必要があります。通信
経路中に IO 機能で運転している無線フィールド機器があればそれを IO+Router 機能に変
更するか，新たにルーティング機能の無線フィールド機器を適切な位置に増設して通信
経路状態を正常状態に回復します。
YFGW510 の無線 LAN 通信の通信品質が原因で警告が出た場合には，通信経路に存在する
障害の原因を取り除くか，フィールド無線ネットワークにも配慮しながら取り付け位置
を適切に変更して回復を図ります。
コンフィグレータで設定した閾値を確認する方法は D4.2.6 章を，モニターで無線システ
ムの状態を確認する方法およびモニターの操作方法は D5.2 章を参照ください。
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E2.  機器の追加・交換
無線システムの拡張のために構成する機器を追加する方法や，機器が故障したために交
換する方法について説明します。

E2.1 無線フィールド機器
本章では，無線フィールド機器の追加・交換について説明します。
機器に対して実施するプロビジョニング方式によって異なる手順があります。

無線フィールド機器を新規に無線ネットワークに追加する際は D4 章で説明したフィール
ド無線システムの構築と同じ手順で作業します。

● 「プロビジョニングファイルを使用する」OOBプロビジョニングの場合
① プロビジョニング

FieldMate で無線フィールド機器のプロビジョニングを行い，プロビジョニングファ
イルをエクスポートします。また，センサ部のパラメータ設定を行います。

② 機器設置
無線フィールド機器を現場に設置します。

③ 機器登録
コンフィグレータでプロビジョニングファイルをインポートし，機器を登録します。
機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

④ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

● 「プロビジョニングファイルを使用しない」OOBプロビジョニングの場合
① プロビジョニング

FieldMate で無線フィールド機器のプロビジョニングとセンサ部のパラメータ設定を
行います。

② 機器設置
無線フィールド機器を現場に設置します。

③ 機器登録
コンフィグレータで機器タグ等を指定して機器を登録します。
機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

④ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

● OTAプロビジョニングの場合
① 機器設置

無線フィールド機器を現場に設置します。
② 機器登録

コンフィグレータで機器タグ等を指定して機器を登録します。
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機器の登録後，データの更新周期，Modbus レジスタの割り当てを行い，設定情報を
ダウンロードします。

③ プロビジョニング
モニターで，プロビジョニングネットワークを有効にし，OTA プロビジョニングを
実施します。

④ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

ホストシステムの警報やモニターを使用した解析で，無線フィールド機器が故障と判断
された場合は，対象機器を交換します。無線フィールド機器を交換する際は以下の手順
で実施します。

● 「プロビジョニングファイルを使用する」OOBプロビジョニングの場合
① プロビジョニング

FieldMate で無線フィールド機器のプロビジョニングを行い，プロビジョニングファ
イルをエクスポートします。またセンサ部のパラメータ設定（推奨）を行います。

② 機器交換
交換対象の無線フィールド機器を取り外し，新しい無線フィールド機器と交換しま
す。

③ 機器登録
コンフィグレータでプロビジョニングファイルをインポートし，機器を登録します。

④ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

● 「プロビジョニングファイルを使用しない」OOBプロビジョニングの場合
① プロビジョニング

FieldMate で無線フィールド機器のプロビジョニングとセンサ部のパラメータ設定
（推奨）を行います。

モニターで，プロビジョニングネットワークを有効にし，交換対象機器のプロビジョ
ニング情報を削除します。

② 機器交換
交換対象の無線フィールド機器を取り外し，新しい無線フィールド機器と交換しま
す。

③ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

● OTAプロビジョニングの場合
① 事前設定

FieldMate で無線フィールド機器のセンサ部のパラメータ設定（推奨）を行います。
モニターで，プロビジョニングネットワークを有効にし，交換対象機器のプロビジョ
ニング情報を削除します。

② 機器交換
交換対象の無線フィールド機器を取り外し，新しい無線フィールド機器と交換しま
す。
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③ プロビジョニング
モニターでプロビジョニングネットワークを有効にし，OTA プロビジョニングを実
施します。

④ 機器 Join 確認
モニターで，追加した機器がフィールド無線ネットワークに接続し，通信品質等の
詳細情報がすべて正常であることを確認します。

故障した機器と同じ機種（CF ファイルが同じ機種）で交換する場合には，コンフィグレー
タで設定する機器の役割，通信経路，データ更新に関わる設定，および Modbus レジス
タへの割り当て情報が新しい機器に受け継がれます。

E2.2 フィールド無線用アクセスポイント
（YFGW510）

YFGW410 に新しいフィールド無線サブネットを追加する場合や，YFGW510 を冗長化し
て無線フィールド機器の Duocast 機能（D4.2.4 章参照）を有効にしてフィールド無線の
経路を冗長化する場合に YFGW510 を新規に追加することが考えられます。追加手順は次
の通りです。
① フィールド無線用アクセスポイント設定ツールを使用して，YFGW510 の機器タグ名

を設定。
② バックボーン通信が無線 LAN オプションの機器では，フィールド無線用アクセスポ

イント設定ツールを使用して無線 LAN アクセスポイントのパラメータを設定。
③ 機器を現場に設置・配線。
④ 無線ネットワーク設定情報にコンフィグレータで当該 YFGW510 を追加し，関連する

無線フィールド機器の情報を修正。
⑤ 追加した機器の電源を ON にし，コンフィグレータから設定情報を YFGW410 や関連

機器にダウンロード。
⑥ モニターで，追加した機器を含めてすべての機器，通信経路が正常であることを確認。

ホストシステムの警報やモニターを使用した解析で，YFGW510 が故障と判断されて交換
する際は，次の手順になります。
① フィールド無線用アクセスポイント設定ツールを使用して交換する YFGW510 の機器

タグ名に故障した機器と同じ機器タグ名を設定。
② 機器を現場に設置・配線した後に電源を ON。
③ モニターで，交換した機器を含めてすべての機器が正常であることを確認。
無線ネットワークの設定情報が正しく構成されていれば，YFGW410 が YFGW510 の起動
を認知すると自動的に必要な情報をダウンロードして運転に入ります。

詳 細 に つ い て は，YFGW510 の ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル (IM 01W02E01-01JA) ま た は
YFGW520 のユーザーズマニュアル (IM 01W02E02-01JA) を参照ください。
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E2.3 フィールド無線用管理ステーション
（YFGW410）

YFGW410 が 1 台でフィールド無線ネットワークを管理するシステムで，YFGW410 を冗長
化するために YFGW410 を追加することが考えられます。追加手順の概略は次の通りです。
① 既存のシステムを停止する。
② 追加する YFGW410 のデータベースを初期化。
③ YFGW410 を設置・配線。
 フィールド無線バックボーンで Layer2 スイッチを使用する場合は，Rapid Spanning 

Tree および IEEE1588 対応の機種が必要。
 同期ケーブルは，既存の YFGW410 に UNIT1 コネクタを追加の YFGW410 に UNIT2 の

コネクタを配線。
④ YFGW410，YFGW510 の電源を ON。
⑤ 機器がすべて起動したら，YFGW410 が 1 台で運転中にフィールド無線用管理コンソー

ルを起動していた IP アドレスでコンフィグレータを起動し，「YFGW410 Settings」→
「Interface」の設定画面で必要な IP アドレスをデフォルト値から環境に合わせた IP ア

ドレスに設定変更。
⑥ コンフィグレータから，設定変更した情報を YFGW410 にダウンロード。
⑦ モニターで，追加した機器を含めてすべての機器，通信経路が正常であることを確認。

ホストシステムの警報やモニターを使用した解析で，YFGW410 が故障と判断されて交換
する際は，次の手順になります。

● YFGW410が1台のシステム
YFGW410 が故障と判断されたら，即座に予備機と交換して復旧をします。
① 交換する YFGW410 が未使用品でない場合は，データベースを初期化。
② 現場の故障品の代わりに設置・配線。
③ 保守診断インタフェースに PC を接続して，工場出荷の初期 IP アドレスでフィールド

無線用管理コンソールのコンフィグレータを起動。
④ システム立ち上げ後，あるいは保守で変更された場合には最後に保存した無線ネッ

トワーク設定情報のバックアップファイルをコンフィグレータに読込む。
⑤ 設定内容をチェック後，YFGW410 にダウンロード。
⑥ モニターで，交換した機器を含めてすべての機器，通信経路が正常であることを確認。

● YFGW410冗長化のシステム
YFGW410 冗長化システムの場合には，一方が異常になると他方の制御に切替わって運転
は継続していますが，万一に備えて早めに交換して復旧します。
① 交換する YFGW410 が未使用品でない場合は，データベースを初期化。
② 故障した機器と交換して設置・配線。
③ 電源を ON。
④ モニターで，交換した機器を含めてすべての機器，通信経路が正常であることを確認。

重要 
データベース初期化の方法は，B3.6 リセットスイッチを参照してください。
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重要 
運転中にフィールド無線用管理コンソールを使用する場合は，フィールドネットワーク
インタフェース 1 ～ 3 のいずれかに接続した PC 上で起動してください。
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E3.  YFGW410の防爆エリアでの点検

重要 
防爆形製品の点検を含めた注意事項は "IM 01W02D01-11EN YFGW410 Field Wireless 
Management Station Read Me First" に記載されていますので，必ずお読みください。

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防爆エリアで YFGW410 の保守診断インタフェース経由でアクセ
スが必要な場合には，アクセスに使用する PC ほかの機器もその防爆エリアの要件に適合
した機器を使用する必要があります。詳細は，当社にご相談ください。

防爆形計器については，原形復帰ができなかった場合は本製品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。

他の無線ネットワーク構成機器については，当該機器のユーザーズマニュアルを参照く
ださい。
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E4.  YFGW410の有寿命部品について
YFGW410 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。

重要 
YFGW510，無線フィールド機器他の無線ネットワーク構成機器については，当該機器の
ユーザーズマニュアルを参照ください。
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パートF. トラブルシューティング
この章では，ホストシステムでフィールド無線システムの異常や警告が発生したときの
トラブルシューティングの手順について簡単に説明します。
ホストシステムとは，DCS（横河電機の CENTUM VP 他），SCADA システム，Modbus/
TCP に対応した各種モニタシステム，あるいは機器管理システム（横河電機の PRM 他）
等です。
CENTUM VP では，フィールド無線システムを構成する機器のプロセス値を取り込むだ
けではなく，プロセス値の健全性を示すステータスや機器のステータス情報を元に異常
の内容を解析してオペレータ用画面（HIS）に表示します。詳細については，FIO 対応
サブシステム通信リファレンスのユーザーズマニュアル（R6: IM 33J20A30-01JA, R5: IM 
33K03L20-50）を参照ください。
その他の DCS，SCADA システム，あるいは Modbus/TCP に対応した各種モニタシステム
では，プロセス値の健全性を示すステータスや機器のステータス情報をプロセス値と同
じように Modbus のデータとして取り込んで，ホストシステムの中で異常や警告のステー
タスに変換して表示するアプリケーションを使用して運用されている必要があります。
PRM では，デバイスパトロールの機能で無線フィールド機器の状態を監視・表示するこ
とができます。設定・運用の方法は，PRM のマニュアル（IM 33Y05Q10-11）を参照くだ
さい。

F1.  フィールド無線システム
ホストシステム，あるいはフィールド無線用管理コンソールのモニターでフィールド無
線システムの警告・異常を検知した時のトラブルシューティングのフローを示します。
ホストシステムの表示等で，無線フィールド機器の測定部の問題であると明確に切り分
けられる場合（入力オーバーレンジ，センサ故障・断線等）は，その機器のユーザーズ
マニュアルのトラブルシューティングの項を参照して対処してください。
横河電機 CENTUM VP の R5.02.00 以降では，無線通信異常，フィールド無線バックボーン
通信異常，機器異常がシステムアラームの IOP で通知されます。通知のコメントの含ま
れるエラーコードで，通信経路，あるいは機器のどこに異常が発生しているか判断する
ことができます。詳細の内容は，FIO 対応サブシステム通信リファレンスのユーザーズマ
ニュアル（R6: IM 33J20A30-01JA, R5: IM 33K03L20-50）を参照ください。
他のホストシステムではシステムのエンジニアリングで，無線システム構成機器の機器
ステータス（DIAG_STATUS），プロセスデータステータス，および無線フィールド機器の
自己診断ステータス（DIAG_STATUS）を利用して異常検知の仕組みを組込んでおくことで，
異常時に同じ様な判断が可能になります。

次に，フィールド無線システムのトラブルシューティングフローを示します。
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上位システム
異常の検知

上位システムの通知で
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YFGW510
警告
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無線フィールド
機器警告

無線フィールド
機器異常
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センサ部の異常調査・回復

機器の電池交換，無線伝送路の
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ルータ機器の追加設置
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F2.  YFGW410
ここでは，YFGW410 のステータス情報の内容やトラブルシューティングの方法について
説明します。

F2.1 YFGW410のステータス情報
YFGW410 の稼働状態の情報は，Modbus レジスタ上のゲートウェイステータス（GW_
STATUS）で通知されます。
ステータスのデータ構造とその内容は，次の通りです。

表 F2-1  ゲートウェイステータス（GW_STATUS）

Modbus
アドレス 名称 データ書式 内容

n
データ

ステータス
Unsigned16 常に 0x0080: 正常

n+1

ゲートウェイ
ステータス

Unsigned16 GW0/1 系異常※ 1（0: 異常なし，1: 異常あり）

n+2 Unsigned16
GW2 系 異 常 ※ 1（0: 異 常 な し，1: 異 常 あ り，
0xFFFF: 不使用）

n+3 Unsigned16
GW0/1 系状態※ 1（0: 起動中または電源 OFF，1: 単
独動作中 / 運転側にて冗長化動作中，2: 待機側に
て冗長化動作中）

n+4 Unsigned16
GW2 系の状態※ 1（0: 起動中または電源 OFF，1: 
運転側にて冗長化動作中，2: 待機側にて冗長化動
作中，0xFFFF: 不使用）

n+5 Unsigned16
機器の状態
0: 異常なし（全ての機器が Join）
1: 異常あり（機器が 1 台以上 Leave）

n+6 Unsigned16
アクセスカウンタ（Modbus クライアントからの
アクセス回数）
0 ～ 65535

n+7 ～
n+8

Unsigned16 常に 0 (Reserved bits)

※ 1 GW0 は終端コネクタが接続された YFGW410，GW1 は同期ケーブルの UNIT1 側が接続された YFGW410，
GW2 は同期ケーブルの UNIT2 側が接続された YFGW410 を表します。

(n+1) と (n+2) のステータスで，YFGW410 の正常／異常を通知します。YFGW410 が正常
の場合に (n+3) と (n+4) のステータスで機器の運転状態を通知します。
また，(n+5) のステータスで，YFGW410 に登録されている無線フィールド機器がすべて
正常に接続されているかどうかを通知します。
このステータスを Modbus 経由でデータとしてホストシステムに取り込んで，機器の状
態を表示するアプリケーションで活用することができます。
ホストシステムでの読込み・アプリケーションの作成については，当該システムのユー
ザーズマニュアルを参照ください。
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F2.2 YFGW410の状態表示と対処
YFGW410 の前面には，「RDY」「SYN」「ACTIVE」の稼働状態表示 LED が 3 つ搭載されています。

● 単独動作の場合
YFGW410 が単独でシステムを管理する場合には，「RDY」のみが有効になります。

「SYN」「ACTIVE」LED は，常に消灯しています。

表 F2-2  稼働状態表示LED一覧（単独動作時）

LED の表示 機器の状態
消灯 電源 OFF
橙点灯 電源 ON，起動中
赤点滅 同期コネクタ未接続，あるいは故障
緑点灯 正常動作中
橙点滅 F1 ～ F3 ポートのリンクダウン
赤点灯 異常発生

LED が赤点滅している場合には，同期コネクタが未接続であることが考えられます。正
しい終端コネクタが装着されている場合には，接触不良やコネクタ内部の異常が考えら
れます。
LED が橙点滅している場合には，ホストシステムに接続するフィールドネットワークポー
トに接続されている配線，Layer2 スイッチをチェックして異常があれば修復してくださ
い。F1 ポートがリンクダウンしていると，「RDY」は橙点滅します。
LED が赤点灯している場合には，配線関連に異常がないことを確認してください。配線
関連に異常がなく，F2.1 項で説明しているゲートウェイステータスの情報も異常を示し
ている，あるいはモニターの機器情報も異常を示している場合には，YFGW410 の故障が
考えられます。YFGW410 の機器交換の方法は，E2.3 項を参照ください。
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● 冗長化動作の場合
YFGW410 を冗長化してシステムを管理する場合には，3 つの LED を使用して機器の状態
を表示します。

表 F2-3  稼働状態表示LED一覧（冗長化動作時）

LED の表示
機器の状態

RDY SYN ACTIVE
消灯 消灯 消灯 電源 OFF

橙点灯 消灯 消灯 電源 ON，起動中

赤点灯 消灯 消灯
起動中に異常発生，設定・バージョ
ン不整合

赤点滅 消灯 消灯
同期コネクタに同期ケーブル未接
続

緑点灯 消灯 緑点灯
YFGW410 冗長化構成の片側運用

（ACTIVE）正常動作中
点灯 緑点滅 緑点灯 / 消灯 YFGW410 同期中

緑点灯 赤点灯 消灯 同期失敗
緑点灯 緑点灯 緑点灯 同期完了（ACTIVE）正常動作中
緑点灯 緑点灯 消灯 同期完了（STANDBY）正常動作中

橙点滅 緑点灯 緑点灯
F1 ～ F3 ポートのリンクダウン

（ACTIVE）

橙点滅 緑点灯 消灯
F1 ～ F3 ポートのリンクダウン

（STANDBY）
赤点灯 緑点灯 緑点灯 YFGW410 異常（ACTIVE）
赤点灯 緑点灯 消灯 YFGW410 異常（STANDBY）

電源 ON で YFGW410 起動中に「RDY」赤点灯の異常が発生した場合には，機器の設定・バー
ジョンに不整合の問題が考えられます。
YFGW410 起動中に「RDY」赤点滅の異常が発生した場合には，同期ケーブルが正常に接
続されていないことが考えられますのでチェックして再起動し回復させます。

「RDY」緑点灯「SYN」赤点灯の同期失敗の場合には，YFGW410 を再起動し同じ現象にな
る場合には，機器の故障が考えられます。
冗長化システム運転中に待機側（STANDBY）の YFGW410 に異常が発生すると，「RDY」
赤点灯「SYN」緑点灯の待機側 YFGW410 異常状態になります。運転側（ACTIVE）の
YFGW410 に異常が発生すると制御権が待機側に移り，データベースの同期化が実行され
ます。同期終了後，新しい運転側は 3 つの LED 緑点灯の正常状態表示に故障が継続して
いる待機側は，「RDY」赤点灯「SYN」緑点灯の待機側 YFGW410 異常状態表示になります。
その後，問題点が修復された場合には「RDY」緑点灯になり，待機側正常表示に戻ります。
待機側が異常の状態が継続している間に運転側に異常が発生した場合には，「RDY」赤点
灯「SYN」および「ACTIVE」緑点灯の運転側異常の表示となります。

「RDY」橙点滅の場合には，ホストシステムに接続するフィールドネットワークインタ
フェースに接続されている配線，Layer2 スイッチをチェックして異常があれば修復して
ください。

「RDY」赤点灯の場合には，配線関連に異常がないことを確認してください。配線関連に
異常がなく，F2.1 項で説明しているゲートウェイステータスの情報も異常を示している，
あるいはモニターの機器情報も異常を示している場合には，YFGW410 の故障が考えられ
ます。YFGW410 の機器交換の方法は，E2.3 項を参照ください。
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F2.3 Modbusレジスタ上の各パラメータのデータ
ステータス

YFGW410 の Modbus レジスタ上の各パラメータのデータステータスの構造を以下に示し
ます。

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Quality Reserved Quality dependent sub-status Limit condition
0=Bad This bit 

should 
always 
be set to 
zero

0=Non-specific
1=Configuration error
2=Not Connected (*1)
3=Device failure
4=Sensor failure
5=No Communication with Last 
Usable Value (*2)
6=No Communication with No 
Usable Value (*3)
7=Out of service (value is not 
computed)
All other values are reserved

0=Not limited
1=Low limit
2=High limit
3=Constant 
(both high and low 
limited)

1=Uncertain 0=Non-specific
2=Substituted or manual entry
4=Sensor conversion inaccurate
5=range limit exceeded
All other values are reserved

2=Good 0=No special condition exist
All other values are reserved.

3=Reserved All values are reserved.
*1: 無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに Join していない状態です。YFGW410 の設定の問

題，機器が存在しない，機器が起動していない，機器故障，YFGW510 異常などが考えられます。
*2: 無線フィールド機器がこれまでデータを Publish していたが，データが更新されなくなった状態です。

ただし，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ています。ネットワーク異常，機
器異常，YFGW510 異常などが考えられます。

*3: 無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに Join したが，データが一度も Publish されていな
い状態です。要因としては，無線フィールド機器が起動した直後で無線フィールド機器の通信状態がま
だ安定していないか，YFGW410 の設定の問題などが考えられます。
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パラメータのデータステータス，モニターの状態表示，無線フィールド機器の動作状態
の関係の例を図 F2-1 に示します。

時間

電源投入
Join開始

ジョイン完了
Publishの設定

Publish開始 電源オフ

Not 
Published Published

Joined PublishingJoining

GOODBADBAD

Not 
Published Published

BAD
Not Connected

Modbus
データ
ステータス

モニターの
Join Status
表示

無線フィールド
機器の動作状態

Leave Join Leave Join

BAD BAD
Not ConnectedGOOD

Joined PublishingJoining

BAD
No Communication 
with No Usable Value

BAD
No Communication 

with Last Usable Value

モニターの
Operation 
Status表示

Stale Limit 
超過

YFGW410が
機器のLeave
を検知

FF0201.ai

図F2-1 各種状態と無線フィールド機器状態の例
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パートG. 仕様

G1.  YFGW410

G1.1 標準仕様

■ 通信インタフェース
項目 フィールド

ネットワーク仕様
フィールド無線

バックボーン仕様
保守診断

ネットワーク仕様

通信
インタフェース

規格 100BASE-TX *2 RS-485 *6 100BASE-TX *2 100BASE-TX *4 RS-232C *4 *5

通信レート
100Mbps
(Auto 
Negotiation)

38.4Kbps
100Mbps
(Auto 
Negotiation)

100Mbps
(Auto 
Negotiation)

115.2kbps

コネクタ RJ-45 専用コネクタ RJ-45 RJ-45 RJ-11

ケーブルタイプ Category 5 AWG24 ～ 12 Category 5 Category 5 専用ケーブル

最大長 100m 1200m 100m 100m 15m

ポート数 3 ポート 1 ポート 4 ポート 1 ポート 1 ポート

ポート名 F1，F2，F3 － B1，B2，B3，B4 M1 －

ポート保護 サージ保護 絶縁，サージ保護 サージ保護 － －

通信
プロトコル

I/O data 
and status

Modbus/TCP
OPC *1 *3

PROFINET
Modbus/RTU － － －

管理・設定他
HTTP
NTP/SNTP
横河独自 *3

－
HTTP
IEEE1588PTP v2
横河独自 *3

HTTP 横河独自 
*3 －

*1： OPC インタフェース経由の接続には，「フィールド無線用 OPC サーバ SSS7100」が必要です。製品の詳
細は，関連製品の仕様書を参照してください。

*2： フィールドネットワークもしくは，フィールド無線バックボーンを 100BASE-TX で屋外配線する場合は，
「フィールド無線用メディアコンバーター YFGW610」とテンションメンバが非金属の光ケーブルを使用

してください。
*3： 本製品と「フィールド無線用 OPC サーバ SSS7100」，「FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア」や「統

合機器管理（ＰＲＭ）」，「フィールド無線用アクセスポイント YFGW510/YFGW520」との通信で使用す
る横河独自プロトコルです。各製品の詳細は，関連製品の仕様書を参照してください。

*4： 保守診断ネットワーク（100BASE-TX，RS-232C）は屋外配線に対応しておりません。
*5： 弊社が使用するメンテナンス用のシリアルポートです。
*6： 9600bps, 19200bps, 38400bps から選択可能です。

■ 付加仕様/防爆
ATEX などの海外防爆規格については，"General Specifications (GS 01W02D01-01EN)" を
ご覧ください。
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■ 設置環境
周囲温度：
　動作時：-40 ～ 65℃（標高 2000 m 以下）
　　　　：  -40 ～ 55 ℃（ 標 高 2000 m 超 え 

3000 m 以下）
　保管時：-40 ～ 85℃

周囲湿度：
　動作時：5 ～ 95 %RH ( 結露しないこと )
　保管時：5 ～ 95 %RH ( 結露しないこと )

温度勾配：
　動作時：± 10℃ /h 以内
　保管時：± 20℃ /h 以内

供給電源：
　電圧範囲 *1：10.8 ～ 26.4 V DC
　定格電圧：24 V DC
　瞬時停電：即断
　直流電源リップル率：1% p-p 以下

*1:  電圧範囲内で使用してください。

消費電力：
　最大 10W

保護等級：
　IP20

耐振動：
　0.15 mm P-P（5 ～ 58 Hz），
　1 G（58 ～ 150 Hz）

耐衝撃：
　15 G 11 ms（無通電，3 方向正弦半波） 

耐ノイズ：
　電界：3 V/m 以下（80MHz ～ 1GHz）
　静電気放電：4 kV 以下 ( 接触放電 )，
　　　　　　　8 kV 以下 ( 気中放電 )

接地：
　D 種接地
　他機器と接地線を共有しないでください。

冷却：
　自然空冷

■ 適合規格
CEマーキング：

EMC 適合規格： EN61326-1 Class A Table 2 （産
業 用 途 ），EN55011 Class A 
group1，EN61000-6-2

一般安全適合規格： EN61010-1(Indoor use 
only)

安全適合規格：
　CSA C22.2 No. 61010-1

■ 形状・材質
ケース材質：
　アルミニウム合金板

塗装：
　ポリエステル樹脂焼付塗装
　 ミントグリーン（マンセル 5.6BG 3.3/2.9 相

当）

ケース寸法：
　150 x 60 x 140 mm

質量：
　1.0 kg

取付方法：
　DIN レール取付
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G1.2 型名・仕様コード・付加コード
形名 コード 仕様

YFGW410  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . フィールド無線用管理ステーション

基本仕様 出力信号 -A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 常に A

ライセンス -B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . シングル使用権（無線フィールド機器接続台数 10
台） *1

-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 冗長化使用権（無線フィールド機器接続台数 100 台）*2

-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 冗長化使用権（無線フィールド機器接続台数 500 台）

マニュアル言語 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 日本語

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 英語

ソフトウェア媒体 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DVD-ROM 添付

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . なし

取付ブラケット D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIN レール取付金具

同期コネクタ終端処理 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ターミネータ付き *3

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 冗長化ケーブル付き *4

--- A. . . . . . . . . . . . . . . 常に A

通信プロトコル A. . . . . . . . . . . Modbus, OPC

B. . . . . . . . . . . Modbus, OPC, PROFINET *5

 付加仕様コード / □ 付加仕様

*1: 接続可能なフィールド無線用アクセスポイントは 1 台，フィールド無線サブネットは１サブネットです。
*2:  接続可能なフィールド無線用アクセスポイントは 2 台，フィールド無線サブネットは１サブネットです。
*3: シングル動作時は，ターミネータで同期コネクタを終端してください。
*4:  冗長化動作時は，冗長化ケーブルを使用して機器間の同期コネクタを接続してください。
*5: ライセンスコード -S の場合に指定可能です。
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G1.3 外形図
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G2.  フィールド無線ネットワーク

G2.1 フィールド無線ネットワーク仕様
項目 仕様

ネットワーク形態（トポロジー） スター，メッシュ

経路ホップ数
固定（最大 4 ホップ）
自動（最大 4 ホップ）※ 1

最大ホッピングパターン数 8 パターン ※ 2

最大無線フィールド機器接続台数 / YFGW410
200 台（1 秒更新時） ※ 3 

500 台（5 秒更新時） ※ 3 

最大フィールド無線サブネット数 / YFGW410 20 サブネット
最大 YFGW510 数 / YFGW410 20 台
最大 YFGW510 数 / フィールド無線サブネット 8 台 （無線 LAN 接続時は 1 台）
最大ルーティング機器数 / フィールド無線サブネット 20 台
最大無線フィールド機器接続台数 / フィールド無線サブ
ネット

20 台（1 秒更新時） ※ 4 ※ 5

100 台（5 秒更新時） ※ 4 ※ 5

最大直結子デバイス数 / 
ルーティング機器 ※ 7

ルーティング機器 4 台
IO 機器 15 台

無線部障害発生時のアラーム 有り （FWMC に表示）

ルーティング機器のバッテリー寿命
30 秒周期更新の子デバイス
5 台で 5 年以上 ※ 6

無線フィールド機器間の直接通信 非対応
※ 1 経路の自動設定は IO (Auto) 機器のみが可能です。IO 機器およびルーティング機器は経路の指定が必要

です。
※ 2 チャネルブラックリストの設定を行うと使用可能なホッピングパターン数が減少する場合があります。
※ 3 ルーティング機器を含みます。
※ 4 すべての無線フィールド機器に対して，Publish データの読み込み設定を行った場合の最大接続台数で

す。無線フィールド機器に対してデータの書き込み設定を併用すると，接続台数が減少します。
※ 5 接続台数はホップ数に依存します。ホップ数の多い場所に多数の無線フィールド機器を接続すると，同

時接続台数が減少します。
※ 6 YTA510（DEVREV1）をルーティング機器にして，ルーティング機器としての更新周期を 3,600 秒に設

定した場合のバッテリー寿命予測です。
※ 7 1 台のルーティング機器（親デバイス）が保持可能な無線フィールド機器（子デバイス）の最大台数です。
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YFGW410 と YFGW510 間や，YFGW410 とホストシステム間に Layer2 および Layer3 スイッ
チが設置されている場合は，以下のポートを開放して各サービスを通信可能にしてくだ
さい。

サービス名 ポート番号 通信インタフェース 通信対象機器

NTP/SNTP [UDP] 123
・ フィールドネットワーク
・ フィールド無線バック

ボーン
・ NTP/SNTP サーバー

IEEE1588 [UDP] 319, 320
・ フィールド無線バック

ボーン
・ YFGW510

Modbus/TCP [TCP] 502 ・ フィールドネットワーク

・ CENTUM VP
・ STARDOM
・ FAST/TOOLS
・ 他社 DCS/SCADA

横河独自 
通信サービス

[TCP] 4901, 
4902

・ フィールドネットワーク

・ フィールド無線用
OPC サーバー

・ PRM
・ FieldMate
・ FWMC が動作する

PC ※ 1

HTTP [TCP] 8080
・ フィールドネットワーク
・ フィールド無線バック

ボーン

・ FWMC が動作する
PC

フィールド無線 
バックボーンサービス

[UDP] 34423 
[TCP] 34423

・ フィールド無線バック
ボーン

・ YFGW510

YFGW510 
管理サービス

[UDP] 34425, 
34429, 34440, 
44944
[TCP] 34429

・ フィールド無線バック
ボーン

・ YFGW510

FWMC 
通信サービス

[TCP] 34424, 
34428

・ フィールドネットワーク
・ フィールド無線バック

ボーン

・ FWMC が動作する
PC

YFGW410 
監視サービス

[UDP] 34427
・ フィールドネットワーク
・ フィールド無線バック

ボーン
・ YFGW410

※ 1 電池交換管理画面の使用時。

G2.2 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。

G2.2.1 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，
YFGW510 を適切に分散配置し，全ての無線フィールド機器を YFGW510 と直接通信でき
る形態にする必要があります。
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G2.2.2 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，無線を中継することができます。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
タを中継する無線フィールド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

B

IO R

B

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

YFGW510
IO 機器

YFGW510
ルーティング機器
IO 機器

なし あり
機器数 /YFGW510 最大 100 台 / YFGW510
更新周期 0.5 秒以上 1 秒以上

バッテリー寿命 長い（同じ更新周期の時）
経路に影響されない

短い（同じ更新周期の時） 
経路に影響される

無線到達範囲拡張 YFGW510 を追加 ルーティング機器追加

IO IO

IO

B

IO
R

B

FG0201.ai

G2.3 無線ネットワーク構築時に考慮すべき事項

G2.3.1 経路の指定
YFGW410 で構成したフィールド無線システムでは，ユーザーはフィールド無線ネット
ワークの無線経路を手動で設定できます。設定した経路の通信品質に異常が発生すると，
フィールド無線用管理コンソールにアラームが表示されます。

G2.3.2 無線経路の冗長化
YFGW410 で構成したフィールド無線システムでは，ユーザーがあらかじめ冗長化した無
線経路を設定することが可能です。無線経路を冗長化すると，1 つの経路に問題が発生し
た場合でも，冗長化された経路を通じて通信が継続され通信の信頼性が上がります。

G2.3.3 大規模無線システム対応
YFGW410 で構成したフィールド無線システムでは，1 台の YFGW410（YFGW410 を冗長
構成で運用した場合は 1 組の YFGW410）あたり最大 500 台までの無線フィールド機器と，
最大 20 のフィールド無線サブネットを同時に管理できます。フィールド無線サブネット
には，最大 8 つのホッピングパターンのうち 1 つを割り当て運用を行います。ホッピン
グパターンが異なる無線サブネット間は無線通信の干渉が発生しないため，複数の無線
サブネットに異なるホッピングパターンを割り当てることで，狭いエリアに多数のデバ
イスを配置することが可能となります。



IM 01W02D01-01JA

G2-4	 	 ＜ G2.		フィールド無線ネットワーク＞

G2.3.4 ホッピングパターン
フィールド無線通信は，最大 16 チャンネルを定周期に変更（ホッピング）しながら通信
を行います。どのような順番でチャンネルをホッピングさせるか（ホッピングパターン）
は，システムマネージャーによって決定されます。ホッピングパターンは，フィールド
無線サブネット毎に設定によって決定されて運用されます。同じホッピングパターンを
割り当てられたフィールド無線サブネットの電波到達範囲が物理的に重なると，無線通
信が互いに干渉します。電波到達範囲が重なるような場所で複数のフィールド無線サブ
ネットを運用する場合は，それぞれ異なるホッピングパターンを割り当てて電波干渉を
防いでください。
フィールド無線システムは，無線 LAN と同一周波数帯を用いています。フィールド無線
サブネットを設置するエリアで無線 LAN を同時に使用する場合は，電波干渉を防ぐため，
チャンネルブラックリストを用いてフィールド無線サブネット側で競合する任意のチャ
ンネルを無効にすることが可能です。ただし，使用可能なチャネル数が減少すると使用
できる最大ホッピングパターン数が減少する可能性があります。

G2.3.5 ホップ数
YFGW410 で構成したフィールド無線システムでは，最大 4 ホップの無線通信をサポート
します。ホップ数は下図に示す通り，YFGW510 まで到達するまでの無線フィールド機器
の台数で定義します。ホップ数は最長となるように数えて，最大 4 ホップまで対応しま
す。また，YFGW510 までの経路が冗長化経路も含めて 1 ホップの無線フィールド機器を
バックボーンルータ直結無線フィールド機器と定義します。バックボーンルータ直結無
線フィールド機器は，最短で 0.5 秒間隔の更新周期をサポートします。その他の無線フィー
ルド機器は，最短で 1 秒間隔の更新周期をサポートします。

B

IO R

R

B

RIO

IO

1 ホップ

2ホップ

3ホップ

4ホップ
FG0202.ai
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G2.3.6 デバイス間通信
YFGW410 で構成したフィールド無線システムでは，無線フィールド機器間の通信はサ
ポートしません。YFGW410 を経由した通信のみサポートします。

G2.4 Duocast（ISA100.11a規格）
YFGW410 で構成したフィールド無線システムは，Duocast をサポートしています。
Duocast とは，バックボーンルータ直結無線フィールド機器が，2 台の YFGW510 に対し
てパケットを送信することにより，YFGW510 を冗長化する機能です。2 台の YFGW510
に同じ Duocast ID を設定することによって Duocast 機能が有効になります。無線フィー
ルド機器は，2 台の YFGW510 に同時にデータを送信することで，無線通信の信頼性を向
上させます。

G2.5 バッテリー寿命の目安
標準的な使用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ー寿命の関
係は以下の通りです。
IO 機器のバッテリー寿命は，ネットワーク形態や経路の構成によらず一定となりますが，
ルーティング機器のバッテリー寿命は経路の繋がり方によって大きく変化します。直接
接続されている下位機器の数が増えるほどバッテリー寿命が短くなります。この他，バッ
テリー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
りも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際の
IO 機器設定に対する電池寿命の割合

10 × 0.1 ～ 0.4
30 × 0.1 ～ 0.5
60 × 0.1 ～ 0.6
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G2.6 制限事項

G2.6.1 ネットワークリソースによる接続台数制限

● 出力機能を有する無線フィールド機器の最大接続台数
無線フィールド機器には無線フィールド機器のデータ読み込み（入力）と操作出力値の
無線フィールド機器への書き込み（出力）があります。フィールド無線ネットワークに
接続されるすべての無線フィールド機器がデータ読み込み機能のみをサポートしている
場合は，最大無線フィールド機器接続台数は 500 台となります。
このような無線フィールド機器がサポートするプロセスパラメータは，以下の種類があ
ります。
 アナログ入力データ：PV
 デジタル入力データ：PV_B
フィールド無線ネットワークに接続されるすべての無線フィールド機器が操作出力値の
書き込みをサポートしており，無線フィールド機器へ操作出力値を出力するときに，当
該機器からの出力読み返し値を利用するトラッキング付きの出力を行う場合は，最大無
線フィールド機器接続台数は 250 台となります。
このような無線フィールド機器がサポートするプロセスパラメータは，以下の種類があ
ります。
 アナログ入力データ：Readback（操作出力の読み返し値）
 アナログ出力データ：OP
 デジタル入力データ：Readback_B（操作出力の読み返し値）
 デジタル出力データ：OP_B

●  フィールド無線サブネットに接続可能な最大無線フィールド機器数
フィールド無線サブネットには，最大 100 台の無線フィールド機器が接続可能です。ただ
し，ルーティング機器と IO 機器とでは使用するネットワークリソースが異なるため，次
の式に従ってフィールド無線サブネットに接続できるデバイスの数が制限されます。
 IO 機器数＋ルーティング機器数× 3 ≦ 100
例えば，ルーティングデバイスが 4 台の場合は，IO 機器は最大 88 台まで接続可能です。

●  ルーティング機器に接続可能な最大デバイス数
ルーティング機器の下位側には，最大 4 台のルーティング機器と，最大 15 台の IO 機器
が接続可能です。ただし，ルーティング機器と IO 機器とでは使用するネットワークリソー
スが異なることと，および最大 4 ホップまでのトポロジーをサポートしているため，次
の式に従ってルーティング機器に接続できる無線フィールド機器の数が決定されます。
 IO 機器数＋ルーティング機器数× 3 ≦ 30
例えば，ルーティング機器が 4 台の場合は，IO 機器は最大で 15 台までです。
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G2.6.2 アクセスするホストシステム数と通信回数
YFGW410 とホストシステムを接続するフィールドネットワークインタフェースは３つ
のポートに対して合計 240 回 / 秒まで通信を行うことが可能です。ホストシステムを
YFGW410 と接続する場合は，必ず通信回数が許容値以内となるようにホストシステム側
の設定を実施してください。
許容値を越えた通信を行った場合は，YFGW410 とホストシステム間の通信が遅延したり，
不通となることがあります。このような場合は，YFGW410 を再起動してください。
ホストシステムの通信回数の目安
 Modbus/TCP クライアント数 1 ～３の場合：
   各 Modbus/TCP クライアントからフィールドネットワークインタフェース

1 ～ 3 にそれぞれ最大 50 回 / 秒アクセス可能です。
 Modbus/TCP クライアント数 4 ～ 8 の場合：
   各 Modbus/TCP クライアントからフィールドネットワークインタフェース

1 ～ 3 にそれぞれ最大 30 回 / 秒アクセス可能です。
 Modbus/RTU クライアントの場合：
  Modbus/RTU クライアントから最大 10 回 / 秒アクセス可能です。
 フィールド無線用 OPC サーバ (SSS7100)：
   無線フィールド機器の更新周期と無線フィールド機器台数によって変動し

ます。詳細は，当社のサービスあるいは営業担当にご相談ください。

G2.6.3 DuocastとIO (Auto)機器について
Duocast 設定された YFGW510 と IO (Auto) 機器は，同一サブネット内で接続することは
できません。 

G2.7 推奨・実績機器一覧
YFGW410-YFGW510 間のネットワークで使用する，動作確認した推奨機器には，次のも
のがあります。

機能 推奨・実績機器

Layer2 スイッチ
Cisco IE-3000-4TC
Moxa EDS-616-T + CM-600-4TX-PTP

無線 LAN アクセスポイント
Cisco AIR-LAP1522AG-P-K9（アンテナ：AIR-ANT2450V-N）
Hirschmann BAT54-F

Layer2 スイッチを使用する場合は，STP などのループ検知機能，IEEE1588 v2 を有効に
してください。IEEE1588 は，E2E 2-step TC モードで動作させる必要があります。ボード
を増設することによって IEEE1588 に対応する方式の Layer2 スイッチを使用する場合は，
IEEE1588 に対応したポートを使用してください。
推奨機器の詳細は，各メーカーにお問い合わせください。
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G2.8 Modbusファンクション
YFGW410 は以下の Modbus ファンクションをサポートしています。

ファンクション ファンクションコード サブファンクションコード
Read Holding Registers
( 保持レジスタの読込み )

03 －

Read Input Registers
( 入力レジスタの読込み )

04 －

Diagnostics *1

( 診断 )
08 00 ( ループバック )

Write Multiple Registers
( 保持レジスタの書出し )

16 －

*1: フィールドシリアル (Modbus/RTU) だけでサポートします。YFGW410 はコマンドメッセージと同じ内容
を応答として送り返します。
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G3 用語集
用語 解説

アクセス管理リスト
（Access Control List）

接続が許可された機器の IP アドレスやネットワーク
の情報を登録する一覧です。登録された機器以外から
のアクセスを制限します。

イーサネット
（Ethernet）

IEEE802.3 で規定されているネットワーク規格です。
物理的な仕様と通信速度によって複数の種類が存在し
ます。（10BASE-T/TX，100BASE-TX など）

機器役割
(Device Role)

ISA100.11a で規定されている無線フィールド機器の機
能的分類です。分類には，ルーティング機能を持つルー
ティング機器（Routing Device）と入出力機能を持つ 
IO 機器（IO Device）があります。

ゲートウェイ
（Gateway）

ISA100.11a で規定されているプロトコル変換機能で
す。ホストシステムとフィールド無線ネットワークの
間のデータ通信を変換して橋渡しの役割をします。

システムマネージャー
（System Manager）

ISA100.11a で規定されている無線フィールドネット
ワークの管理機能です。無線フィールド機器の無線通
信に関する設定と監視を行います。

受信信号強度
（RSSI）

無線フィールド機器が受信する信号の強度を表す数値
（dBm）です。数値が高いほど入力信号強度が高く，

安定して受信できていることを示します。

セキュリティーマネージャー
（Security Manager）

ISA100.11a で規定されている暗号鍵の管理機能です。
無線フィールド機器が使用する複数の暗号鍵の管理を
行います。

トポロジー
（Topology）

ネットワークの接続形態です。接続形態には，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）があります。

ネットワークタイムプロトコル
（NTP）

RFC1305 で規定されている時刻同期プロトコルです。
分散した多数の機器間でネットワークを使用して時刻
を同期させます。

パケットエラー率
（PER）

" 失敗回数 / 全送受信回数 " で示される通信エラーの
割合です

バックボーンルータ
（Backbone Router）

ISA100.11a で規定されているバックボーンに接続され
るルーティング機器です。無線フィールド機器からの
無線データをイーサネットなどの別のネットワーク規
格に変換します。

フィールドネットワーク
（Field network）

ISA100.11a で規定されているプラントネットワークの
一部です。YFGW410 に接続されるホストシステムと
YFGW410 間のネットワークを意味します。

フィールド無線サブネット
（Field Wireless Subnet）

ISA100.11a で規定されているフィールド無線ネット
ワークの構成単位です。ネットワーク ID（十進数 2
～ 65535）で構成単位を識別します。

フィールド無線バックボーン
（Field Wireless Backbone 

Network）

ISA100.11a で規定されているバックボーンネットワー
クです。YFGW410 と YFGW510 間のネットワークを
意味します。
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用語 解説

ブラックリスト
（Black List）

ブラックリストは，問題のある事項を定義したもので，
該当する事項を遮断もしくは無効化します。無線通信
では，ブラックリストに登録された通信パターンや周
波数は無効化されます。

プロビジョニング
（Provisioning）

無線フィールド機器がフィールド無線ネットワークに
参加するための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。

OOB (Out-of-band)
プロビジョニング

ISA100.11a で規定されているプロビジョニング方式で
す。WCI (ISA100 Wireless Compliance Institute) で規格
化された赤外線通信を使用します。

OTA (Over-the-air)
プロビジョニング

ISA100.11a で規定されているプロビジョニング方式で
す。ISA100.11a 無線通信を使用します。

ホッピングパターン
（Hopping Pattern）

ISA100.11a で規定されている無線チャネルの偏移規則
です。あらかじめ決められた規則に従って無線チャネ
ルを変更しながら通信を行います。

無線 LAN
（Wireless LAN）

IEEE802.11 で規定されている無線通信です。無線通信
を使用して通信を行うネットワークで，2.4GHz 帯と
5GHz 帯の二種類があります。

Duocast
ISA100.11a で規定されている通信機能です。2 台の 
バックボーンルータに同時にデータを送信すること
で，無線通信の信頼性を向上させる機能です。

EUI-64
IEEE で規定されている機器を識別する 64bit 長の ID
です。

IEEE1588v2

イーサネットなどのネットワークを介して接続される
機器間で時刻を同期するための高精度時刻同期プロト
コルです。E2E 2-step TC モードは，IEEE1588v2 で規
定されている動作モードの一つです。

Join Key
ISA100.11a で規定されている暗号鍵です。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
きに使用する必須の暗号鍵です。

Layer 2 スイッチ
（Layer 2 Switch）

ネットワークを中継する機器です。パケットに含まれ
るデータリンク層のデータで行き先を判断して，パ
ケットの中継を行います。

Layer 3 スイッチ
（Layer 3 Switch）

ネットワークを中継する機器です。パケットに含まれ
るネットワーク層のデータで行き先を判断して，パ
ケットの送信先を振り分けます。

Modbus

プロセスデータの読み書きを行うために，ホストシス
テムとの通信で使用するプロトコルです。読み込みに
は入力レジスタ，書き込みには保持レジスタを使用
します。TCP/IP を使用した Modbus 通信を Modbus/
TCP，RS-232/485 通 信 を 利 用 し た Modbus 通 信 を
Modbus/RTU と呼びます。

RSTP
IEEE802.1w で規定されているネットワークプロトコ
ルです。ネットワーク上に流れるパケットが無限に
ループすることを防止します。

SSID
無線 LAN の識別コードです。この ID を利用して無線
ネットワークを識別し，無線 LAN アクセスポイント
と通信します。
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