
リリースノート

Guardmaster MSR57P速度モニタ・
セーフティ・リレー

Cat. No. 440R-S845AER-NNL

本書について 本書は、新しいファームウェアをMSR57Pセーフティリレーにインストー
ルする方法を説明します。これらのリリースノートは、MSR57Pファーム
ウェアのリビジョン 1.005に対応します。

作業を開始する前に ここの手順は、Drive Explorerソフトウェア Ver.  5.02.07以降が PCにインス
トールされて、MSR57Pリレーに適切に接続されているものとして説明しま
す。
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ヒント DriveExplorerソフトウェアをお持ちでない場合は、フリー
バージョンの DriveExplorer Liteを以下のWebサイトからダウ
ンロードできます。
www.ab.com/drives/driveexplorer/free_download.html
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ファームウェア更新ファイルのダウンロード

以下の手順に従って、ファームウェア更新ファイルを入手してください。

1. www.rockwellautomation.com/support/firmware.htmlにアクセスして、
Minotaur Safety Relaysを選択します。

2. MSR57_1_005_Update.msiというファイル名をクリックします。

3. ファイルをハードドライブ保存します。

MSR57P構成の PCへの保存

1. DriveExplorerソフトウェアを起動して、リレーに接続します。

2. ツリー表示で、MSR57Pリレーを展開します。

3. Parameter グループを展開して、Securityグループを選択します。

4. P6 [Operating Mode]パラメータに 1を設定して、リレーをランモードに
します。

5. P10 [Signature ID]パラメータの値を記録します。

構成を更新にリロードした後に、この値が変更されていないか確認する
必要があります。

6. Actions メニューから Upload and Saveを選択して、構成を保存します。

7. ファイルを保存したいディレクトリをブラウズします。

8. ファイルに名前を付けてから、Saveをクリックします。

これは、MSR57Pリレーの現在の構成です。ファームウェアの更新完了
したら、この構成をリレーにダウンロードできます。

重要 ファームウェア更新手順によって、構成が削除されデフォルト
パラメータがリストアされます。構成を PCに保存するとき
に、以下のように更新をリロードできます。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P

http://www.rockwellautomation.com/support/firmware.html
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解消された異常 以下の表に、このファームウェアリビジョンの更新で解消された異常を示し
ます。

ファームウェアの更
新

以下の手順に従って、MSR57Pリレーのファームウェアを更新してくださ
い。

1. Drive Explorerソフトウェアを開きます。

2. Connectをクリックして、MSR57Pリレーに接続します。

異常 説明

入力フォルトに続けて、アクティ
ブにモニタしているモーションへ
のリセットが、フォルトがクリア
されていることを確認するために
両方の入力チャネルを OFF (開 )
にサイクルすることを最初に要求
することなく可能になった。

この異常は、2NC 3s, 1NC + 1NO 3s, または 2 OSSD 3sに構成されている場合に、ド
アモニタ入力 (DM_In), イネーブル・スイッチ・モニタ入力 (ESM_In), ロックモニタ
入力 (LM_In), および安全制限速度入力 (SLS_In)に影響する。

リストされた入力が上記の構成のいずれかに構成されていて、入力フォルトが検出
された場合は、異常にはアクティブにモニタしているモーションへのリセットを許
可する前に両方のリレー入力チャネルを OFF (開 )にすることは必要ない。例えば、
入力を 2NC 3sに構成して、1つのチャネルのみを OFF (開 )にした場合は、リレー
はフォルトを検出して必要な停止機能を実行する。成功したリセットコマンドの入
力で、両方のチャネルを開く必要がある。 

訂正されたファームウェアでは、 アクティブにモニタしているモーションへのリ
セットが許可される前に両方の入力チャネルを OFF (開 )にサイクルする必要があ
る。

安全モードが Disabledのときに
Dual Feedback Speedフォルトが起
こる。

最初のエンコーダからの速度と 2番目のエンコーダからの速度の間にエラーが検出
されると、Dual Feedback Speedフォルトが起こる。このフォルトは、速度モニタが
実施されていないため Disabledモードでは起こってはならない。

安全停止入力 (SS_In) は、HIM停
止要求の後にサイクルする必要は
ない。

DPIポートに接続された HIMの停止ボタンを押したときは、停止要求が起動され
る。フォルトが存在しない状態でシステムが安全停止しているときは、安全停止リ
セットを試行する前に SS_Inをサイクルする要件は実施されない。訂正された
ファームウェアでは、いかなる場合でもこの要件を実施する。

HIMの停止ボタンを押したときは、MSR57Pリレーのリセットを要求する前に HIM
の緑色の始動ボタンを押してから SS_Inをサイクルする必要がある。そうでなけれ
ば、リセットは成功しない。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P
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3. MSR57Pリレーを選択してから情報アイコン をクリックして、リ
レーの Propertiesダイアログボックスを開きます。

4. Detailsタブを選択して、MSR57Pリレーに現在インストールされている
リビジョンレベルを表示します。

5. Flash Updateをクリックします。

6. Browseをクリックします。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P
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7. ファイルがインストールされたディレクトリを探して、そのディレクト
リを選択します。

8. 1.005を選択してから、Nextをクリックします。

9. Confirm Flash Updateダイアログボックスで、FLASHをクリックして更新
を開始します。

リレーの更新には約 7～ 10分かかります。Executing Flash Updateダイア
ログボックスで更新状況を追跡できます。

10.更新が完了したら、Closeをクリックします。

11. Drive ExplorerソフトウェアがMSR57Pリレーに再度接続するように要求
するときに、Yesをクリックします。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P
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更新の確認 以下の手順に従って、更新が成功したことを確認してください。

1. MSR57Pリレーを選択してから情報アイコン をクリックして、リ
レーの Propertiesダイアログボックスを開きます。

2. Detailsタブをクリックして、これらのリビジョンが以下に示すものであ
るかを確認します。

3. MSR57Pダイアログボックスを閉じます。

保存された構成ファ
イルのダウンロード

以下の手順に従って、構成をリレーにリロードしてください。

1. DriveExplorer ツリー表示で、MSR57Pリレーを展開します。

2. Actionsメニューから Download Saved Fileを選択します。

3. Yesをクリックして、セットアップ値を変更できることを認識します。

4. ファームウェア更新を実行する前に保存された構成ファイルをブラウズ
します (*.csfファイル )。

5. ファイルを選択して、Openをクリックします。

6. Parameters を展開して、Securityグループを選択します。

7. アップグレード前に、[P10]署名 IDの値と記録された値を比較します。

2つの値は同じでなければなりません。

8. P6 [Operating Mode]パラメータに 1を設定して、リレーをランモードに
します。

ファイル リビジョン チェックサム

アプリケーションプログラム 1.005.01 0xC081

ブートプログラム 1.005.01 0x7104

コアブート A 1.003.01 0xB049

コアエグゼクティブ A 1.005.01 0xE2E8

コアブート B 1.003.01 0xE9A3

コアエグゼクティブ B 1.005.01 0xF578

重要 署名 ID値が一致していることを確認した後に、『Guardmaster 
MSR57P Speed Monitoring Safety Relay User Manual』(Pub.No. 
440R-UM004A-EN-P)のガイドラインに従ってアプリケーショ
ンを再度妥当性確認する必要があります。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440r-um004_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440r-um004_-en-p.pdf
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参考資料 MSR57Pリレーの取付け、構成、および動作 (安全要件を含む )について
は、『 Guardmaster MSR57P Speed Monitoring Safety Relay User Manual』
(Pub.No. 440R-UM004A-EN-P)を参照してください。

出版物を参照またはダウンロードする場合は、
http://literature.rockwellautomation.comから行なうことができます。技術資料を
ハードコピーでお求めの場合は、お近くのロックウェル・オートメーション
の代理店または営業支店までお問い合わせください。
Pub.No. 440R-RN001A-JA-P

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/440r-um004_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com
http://literature.rockwellautomation.com


当社のサポートサービス

ロックウェル・オートメーションは、製品の使用を支援するための技術情報をWebから提供しています。
http://support.rockwellautomation.com,では、技術資料、知識ベースの FAQ、テクニカルノートやアプリケー
ションノート、サンプルコードやソフトウェア・サービス・パックへのリンク、およびこれらのツールを最
大限活用するようにカスタマイズできるMySupport機能を設置、構成、およびトラブルシューティングのさ
らなるテクニカル電話サポートのために、TechConnect Support programsを提供しています。詳細は、代理店
またはロックウェル・オートメーションの支店に問い合わせるか、または 
http://support.rockwellautomation.comをご覧ください。

設置から 24時間以内にハードウェアモジュールに問題が発生した場合は、まず本書に記載された情報を検
討してください。また、モジュールの起動と動作を初期支援する特別なカスタマサポート番号に連絡するこ
ともできます。

製品の返品

ロックウェル・オートメーションでは、製造工場から出荷されるときに製品について完全に動作することを
テストしていますが、製品が機能しない場合に返品する必要があるときには、以下のように手続きを行なっ
てください。

Allen-Bradley, Rockwell Automation, Guardmaster, および DriveExplorerは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有権があります

米国 1.440.646.3434

月曜日～金曜日、AM8:00～ PM5:00 (東部標準時間 )
米国以外 テクニカルサポートについては、地域のロックウェル・オートメーションの代理店に連

絡してください。

米国 代理店に連絡してください。返品手続きを行なうには、代理店にカスタマサポートの
ケース番号を知らせる必要があります (ケース番号は上記の電話番号に問い合わせる )。

米国以外 返品手続きについては、地域のロックウェル・オートメーションの支店にお問い合わせ
ください。
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