
FieldMate による ISA100.11a 機器のサポート

横河技報 Vol.55 No.2 (2012)

FieldMate による ISA100.11a 機器のサポート
Support of ISA100.11a Devices by FieldMate

藤井 英幸 *1	 降旗 良平 *1

Hideyuki Fujii Ryouhei Furihata
後藤 宏紹 *1	 児玉 和俊 *1

Hirotsugu Gotou Kazutoshi Kodama

FieldMate は，フィールド機器調整・設定ソフトウェアで，“One tool for all” のコンセプトの下，これまで様々

なフィールド機器とフィールド通信プロトコルへの対応と機能強化を続けてきた。フィールド無線システムの開

発に合わせて，無線フィールド機器のライフサイクル（立ち上げ，保守及び機器交換）をカバーする FieldMate 

R2.05 の開発を行った。本稿では，無線フィールド機器に対応した機能に関して紹介する。

The FieldMate versatile device management wizard is PC software mainly used for 
configuring and adjusting field devices. Under the concept of “one tool for all,” Yokogawa has been 
enhancing this software to support a wide range of field instruments and field communication 
protocols. In line with the advance of wireless technologies, its latest version, FieldMate R2.05, 
covers the lifecycle of wireless devices (startup, maintenance, and replacement). This paper 
introduces the functions of FieldMate and underlying ISA100.11a technologies. 

1. はじめに

FieldMate は，フィールド機器調整・設定ソフトウェ
アで，“One tool for all” のコンセプトの下，これまで様々
なフィールド機器とフィールド通信プロトコルへの対応
と機能強化を続けてきた (1)。近年のフィールド無線技術
の進化と産業界での無線活用の広がりは目覚ましいもの
がある。これに対応すべく横河電機は，ISA100.11a 製品
の開発を進めてきた。

今回，無線フィールド機器のライフサイクル（立ち上げ，
保守及び機器交換）をカバーする FieldMate R2.05 の開
発を行った。本稿では，フィールド無線に関連した機能
について紹介する。

2. 通信の概要

FieldMate から ISA100.11a に準拠した無線フィールド
機器に対して各種パラメータの調整・設定を行うために，
図 1 に示すような赤外線による通信の対応と，図 2 に示
すようなゲートウェイ経由による通信の対応を行った。

図 1 赤外線通信

図 2 ゲートウェイ通信

2.1 赤外線通信の概要
多くの無線フィールド機器には，赤外線受光素子が実

装されており， FieldMate は ACTiSYS 社製の赤外線アダ
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プタ（ACT-224UN）を使用することで，赤外線通信を実
現している。

無線フィールド機器およびそのホストが行う赤外
線 通 信 は，ISA100.11a 規 格 の 普 及 団 体 で あ る WCI 
(ISA100.11a Wireless Compliance Institute) が策定した 
OOB (Out of Band) プロビジョニング仕様に基づき実装さ
れたもので，IrDA 規格の IrPhy-SIR に準拠し，ボーレー
トが 9600 bps のものを採用している。

前 述 し た 赤 外 線 ア ダ プ タ を USB ポ ー ト に 繋 ぎ，
FieldMate 上で該当する COM ポート番号を指定すること
で，赤外線通信により無線フィールド機器と通信するこ
とができる。

赤外線通信は，プロビジョニングや，無線フィールド
機器を無線ネットワークに設置する前の調整・設定に用
いられる。

2.2 ゲートウェイ通信の概要
FieldMate からゲートウェイ経由で無線フィールド機

器と通信する場合は，イーサネットおよび TCP/IP プロ
トコル上で動作する YGSAP をサポートしている。

YGSAP とは，ISA100.11a の仕様に定義された GSAP 
(Gateway Service Access Point) をベースに横河電機が策
定した，ゲートウェイとそれに繋がるクライアントアプ
リケーションとのインターフェイスを定義した仕様のこ
とである。

FieldMate とゲートウェイをイーサネットで繋ぎ，ゲ
ートウェイの IP アドレスもしくはホスト名を指定するだ
けで，該当するゲートウェイ配下の全ての機器と通信す
ることができる。

3. FieldMate の ISA100.11a 機器対応

3.1 FieldMate メイン部
FieldMate メイン部の ISA100.11a 機器対応の特徴を以

下に示す。なお，FieldMate R2.05 では，ゲートウェイ
配下 500 台の ISA100.11a 機器の表示／管理に対応した。
1) 赤外線経由にて ISA100.11a 機器と通信を行い，他の

プロトコル（HART など）と同様なルック・アンド・
フィールを実現した。

2) 現在リリースされている２タイプのゲートウェイ
（YFGW410，YFGW710）に対応した。

3) FieldMate メイン部は，ゲートウェイ配下の機器に関
しては，ゲートウェイがキャッシュにて保持する情報
にアクセスすることで，瞬時にリスト表示を行うこと
ができる（図 3）。ユーザは必要に応じて，キャッシュ
情報表示結果から任意で複数の機器を選択して通信を
行い，ゲートウェイがキャッシュで持てない詳細情報

（機器ステータスなど）を取得して表示する（図 4）。
本操作のレスポンス時間は，無線通信環境や機器の構
成，機器の種類によって異なる。

図 3 キャッシュ情報の表示

図 4 詳細情報の取得

4) ユーザはキャッシュ情報の取得後，目的の機器に対し，
機器の調整・設定ツール（DTM）を起動することがで
きる（図 5）。DTM は，起動時に，必要な機器情報を
ISA100.11a 機器から取得し，立ち上がる。

図 5 調整・設定ツールの起動

5) 詳細情報の取得において FieldMate メイン部は，最大
で 50 台の ISA100.11a 機器との同時通信を行うこと
ができる。同時通信中は，通信が終了した機器から順
に表示されていく。これにより，短時間で多くの機器
の状態確認を行うことが可能となる。

6) 検索機能により，表示している多くの機器の中から目
的の機器を探すことができる。図 6 は複合条件による
検索を行い，500 台の機器をフィルタリングして，目
的の機器を抽出して表示した例である。
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図 6 複合検索によるフィルタリング機能

3.2 通信 DTM
通信 DTM は FDT/DTM (Field Device Tool/ Device Type 

Manager) インターフェイスを介して機器 DTM から要求
されるリクエストを，無線フィールド機器と通信するため
に，YGSAP や OOB プロビジョニングの仕様に則った通信
へと橋渡しする役目を担う。

3.3 機器 DTM
HART 通信，FOUNDATION Fieldbus 通信用の機器 DTM

をベースに無線フィールド機器用の機器 DTM を開発し
た。機器 DTM は，ユーザに調整・設定方法を提供する。
機器 DTM の構成と機能について図 7 を使って説明する。

機器 DTM は，FDT のフレーム・アプリケーションで
ある「DTMWorks(1)」と，ゲートウェイ通信用の「通信
DTM(2)」または赤外線通信用の「通信 DTM(3)」のイン
ターフェイスを通して，機器とやりとりを行う。「通信最
適化モジュール (4)」の抽象化したインターフェイスを使
うことで，通信の種別を意識することなく，機器とのや
りとりが実現できる。
「FDT/DTM インターフェイス (5)」は，フレーム・ア

プリケーションとのやりとり，および DTM のベースと
なるウィンドウの構築などを行う。
「メニューツリー生成モジュール (7)」は，「EDD パー

サ (8)」 を 使 っ て，EDD (Electronic Device Description) 
を解釈した結果を DTM の内部データへ変換する。
「レンダリングモジュール (6)」は，この内部データを

使って，DTM の画面上にメニューツリーとメニューツリ
ーに対応したパラメータの表示を行う。

画面の例を図 8 に示す。このような画面を通して，
ISA100.11a 機器のパラメータの読み書きやメソッドの実
行ができる。画面の上部には，機器の電池残量をアイコ
ンで表示している。

また，オフライン作業（事前に設定しておいた値を，
現場で機器に反映），機器セットアップ（複数台の機器
に同じ設定を反映）及び機器交換（保存しておいた機器
A の設定値を機器 B に反映）などのシナリオで活用でき
るように，オフラインパラメータをインポート／エクス
ポートする機能，フレーム・アプリケーション経由でシ

リアライズしてセーブ，ロードする機能の追加を行った。
これらの処理は，「インポート・エクスポート (9)」部で
実現している。

図 7 DTM の構成

図 8 DTM の画面

3.4 プロビジョニング・デバイス・ツール
プ ロ ビ ジ ョ ニ ン グ・ デ バ イ ス・ ツ ー ル（Provisioning 
Device Tool 以下 PDTool と称する）は，ISA100.11a 機器
に ISA100.11a 無線ネットワークに参加させるための情報
を設定する Tool である。赤外線経由で情報の設定を行う。
3.4.1 プロビジョニング機能

PDTool のプロビジョニング機能について説明する。無
線フィールド機器を ISA100.11a の無線ネットワークに
参加させるには，機器にあらかじめ必要な情報を設定す
る必要がある。この設定する作業をプロビジョニングと
言い，ISA100.11a 無線ネットワークに参加させるために
は，必須となる。

プロビジョニングには，OTA (Over the Air) プロビジョ
ニング，OOB プロビジョニングの２つの方法（表 1）が
あり，PDTool は OOB プロビジョニングをサポートして
いる。
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機器のプロビジョニングは図 9 の PDTool の「プロビ
ジョニング情報」タブにて行う。プロビジョニングを実
施する前に，「機器情報の取得」にて，プロビジョニング
対象機器の情報を取得する。その情報は，「プロビジョニ
ングデバイス情報」として PDTool に表示され，「ネット
ワーク ID」，「機器タグ」を任意の情報に変更後，「プロ
ビジョニング開始」によりプロビジョニングが実行され
る。この際，表示のプロビジョニング対象機器でない機
器にプロビジョニングを実行しようとすると，プロビジ
ョニングできない。PDTool は，機器ごとにプロビジョニ
ングした情報を保持しており，その情報は「プロビジョ
ニング情報のエクスポート」を実行することで，プロビ
ジョニング情報ファイルとして取得することができる。

図 9 PDTool のプロビジョニング実行画面

3.4.2 ISA100.11a 無線ネットワークへの参加
PDTool を含む無線のシステム構成を図 10 に示す。
ISA100.11a 無線ネットワークに機器を参加させるため

には，ISA100.11a 無線ネットワークを管理するエンジニ
アリングツールに機器のプロビジョニング情報を追加す
る必要がある。

無線システムにおいて，無線機器を無線ネットワーク
に参加させるためには，下記の手順が必要となる。
1) PDTool にて機器のプロビジョニングを実施する。
2) プロビジョニング実施後，機器のプロビジョニング情

報をプロビジョニング情報ファイルへ PDTool からエ
クスポートする。

3) エクスポートしたファイルをエンジニアリングツール
にインポートする。これにより，エンジニアリングツ
ールに機器のプロビジョニング情報が追加される。

4) 追加された情報は，エンジニアリングツールから
ISA100.11a ゲートウェイにロードされる。

5) プロビジョニングした機器を ISA100.11a 無線ネット
ワークの配下に設置することで，機器は，各々の無線
ネットワークに参加する。

図 10 PDTool を含む無線のシステム構成

4. おわりに

本報告では，無線フィールド機器向けに追加した機能
に関して述べた。今回の機能追加により，FieldMate は
横河の無線システムには欠かせないツールとなった。今
後も市場での発展が期待できる本分野に対して最適なソ
リューションを提供し，横河の “Asset Excellence” (2) の一
端を担うようなツール（プラットフォーム）を目指して
いく。そのためにも規格の進化に対し他社に先駆けて対
応する準備もしていきたい。
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表 1 プロビジョニングの２つの方法
プロビジョニング方法 説明

OTA プロビジョニング
ISA100.11a の無線ネットワ
ーク上でプロビジョニング
を行う方法

OOB プロビジョニング 赤外線でプロビジョニング
を行う方法
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