
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ン
PowerMonitor 1000 ユニッ トのファームウェア
リビジ ョ ンのアップデート

Cat. No. 1408-UPT1-E3、1408-UPT2-E3、1408-UPE1-E3、1408-UPE2-E3、1408-UP485-ENT、1408-UPT3-E3

この資料では、 PowerMonitor™ 1000ユニッ トのファームウェアのリ ビジ ョ ンを

更新するための手順について説明します。

項目 参照ページ

製品のファームウェア  リビジ ョ ンへのアクセス 3

ControlFLASHソフ トウェアユーティ リテ ィ を使用 したデバイスの
ファームウェアリビジ ョ ンの更新

8

重要 開始する前に、 適切なネッ トワーク接続が行なわれ、 RSLinx®
Classicソフ トウェアでネッ トワークのドライバが構成されてい

ることを確認します。
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お客様へのご注意

本装置の設置、 構成および操作について、 本マニュアルおよび参考資料に記載された資料に目を通してから、 本製品の設

置、 構成、 操作、 メ ンテンナンスを行なって ください。 ユーザは、 適用されるすべての条例、 法該当するすべての規約、

法律、 規格要件、 および設置、 配線指示に熟知している必要があ り ます。

設置、 調整、 点検、 使用、 組立て、 分解、 および保守を含めた作業は、 適切な実施基準に従って適切な訓練を受けた作業

員しか実施しないでください。

本装置を製造メーカの指定した方法以外で使用した場合、 装置の保護機能が低下する可能性があ り ます。

Rockwell Automation, Inc.は、 いかなる場合も、 本装置の使用または適用によ り発生した間接的または派生的な損害につい

て一切の責任を負いません。

本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのものであ り、 その結果と しての動作を保証するもの

ではあ り ません。 個々の用途については数値や条件が変わるこ とが多いため、 当社では図表やプログラム例に基づいて実

際に使用した場合の結果については責任を負いません。

本書に記載されている情報、 回路、 機器、 装置、 ソフ ト ウェアの利用に関して特許上の問題が生じても、 当社は一切責任

を負いません。

Rockwell Automation, Inc.の書面による許可なく本書の全部または一部を複製するこ とは禁じられています。 製品改良のた

め、 仕様などを予告なく変更するこ とがあ り ます。

本書では、 必要に応じて、 特定の状況下で起こ り う る人体または装置の損傷に関する警告および注意を示します。

ラベルは特定の注意を促すために、 装置の外部または内部にも貼ってあ り ます。

警告: 本書の 「警告」 は、 人身傷害または死亡、 物的損害、 または経済的損失の原因となる可能性があ

る、 危険な環境での爆発を引き起こす可能性のある操作や状況に関する情報を示します。

注意: 本書の 「注意」 は、 人身傷害または死亡、 物的損害、 または経済的損失の原因となる可能性があ

る操作や状況に関する情報を示します。 「注意」 により危険を識別、 回避し、 起こり うる結果の認識を

助けます。

重要 本書の 「重要」 は、 製品を正し く使用および理解するために特に重要な事項を示します。

感電の危険 ： 危険な電圧が発生する恐れがあることを警告するために、 ド ライブやモータなどの装置

または装置の内部にラベルを貼っています。

けどの危険 ： 表面が危険な温度に達する恐れがあることを警告するために、 ド ライブやモータなどの

装置または装置の内部にラベルを貼っています。

アーク閃光の危険：  アーク閃光が発生する恐れがあることを警告するために、モータ ・ コン ト ロール・

センタなどの装置または装置の内部にラベルを貼っています。 アーク閃光は怪我や死亡事故を引き起

こす恐れがあります。 適切な個人用保護具 (PPE) を装着して く ださい。 安全な作業の実務および個人用

保護具(PPE)については、 すべての規制要件に従って ください。
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製品のファームウェア
リビジ ョ ンへのアクセス

PowerMonitor 1000ファームウェアのリ リース ノートは、 Product Compatibility
and Download Centerでオンラインで参照できます。

1. http://www.ab.com の Quick Links リ ス トで、Product Compatibility and
Download Center を選択します。

2. Product Compatibility and Download Centerで、 Download またはFind
Downloadsを選択し、 製品を検索および選択します。

3. デバイスのカタログ番号(1)を選択します。

4. Selectionsタブ(2)から目的のバージ ョ ンを選択します。

ダウンロード可能なバージ ョ ンが表示されます。

5. Selections タブ (2)に正確なカタログ番号が表示されたら、 Downloads (3)
をク リ ッ ク します。

1

3

2
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6. Downloadsの下にある をク リ ッ ク します。

7. ファームウェアの更新リ ンク (1)のチェッ クボッ クスをチェッ ク します。

1 つのアイテムが Download Cart (2) に追加されます。

8. Available Downloadsダイアログボッ クス (3)のCloseをク リ ッ ク します。

9. 選択したダウンロード内容(1)を確認します。

10. Download Cartをク リ ッ ク します。

1

3

2
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11. 目的のファームウェア リ ビジ ョ ンがDownload Cartに表示されているこ

とを確認して、 Download Nowをク リ ッ ク します。

12. Software End-User License Agreementを読んで、I Agreeをク リ ッ ク します。

13. Managed Downloadをク リ ッ ク します。

ダウンロードボッ クスが開きます。
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14. ダウンロードが完了したら、 Open をク リ ッ ク してDownload フォルダを

開きます。

15. ダウンロードフォルダで、RAFirmwareフォルダをダブルク リ ッ ク してか

ら、 1408 Productsフォルダをダブルク リ ッ ク します。

16. Kit WinZipファ イルをダブルク リ ッ ク して、 1408-Productsフォルダ内に

WinZip Kitファ イルを開きます。

この例では、 PM1000_Version330_Kit.zip ファ イルが WinZip Kit ファ イ

ルです。
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17. ‘msi’拡張子が付いたファイルをダブルク リ ッ ク して、WinZipフォルダ内

にWindows Installer Packageファ イルを開きます。

こ の例では、 Windows Installer Package フ ァ イル ControlFLASH.msi が
‘msi’ 拡張子が付いたファイルです。

18. WinZip Cautionダイアログボッ クスで、 Yesをク リ ッ ク します。

ControlFLASH™ ソフ ト ウェアユーティ リ ティが開きます。

フ ァ ー ム ウ ェ ア の リ ビ ジ ョ ン の 更 新 に 関 す る 指 示 手 順 は、

「ControlFLASH ソ フ ト ウ ェアユーテ ィ リ テ ィ を使用 したデバイスの

ファームウェア リ ビジ ョ ンの更新」 の項に記載します。
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ControlFLASHソフ トウェア

ユーティ リテ ィ を使用
したデバイスのファーム
ウェアリビジ ョ ンの更新

ファームウェア リ ビジ ョ ンを更新する場合、 ロ ッ クウェル ・ オート メーシ ョ ン

のダウンロードセンターから最新のファームウェア リ ビジ ョ ンを入手する方法

については、 「製品のファームウェア リ ビジ ョ ンへのアクセス」 の項を参照し

て ください。

1. Welcome to the ControlFLASH Firmware Upgrade Kit Setup Wizard ダイア

ログボッ クスで、Next をク リ ッ ク します。

2. End-User License Agreementを読んで、I Agreeをク リ ッ ク し、Nextをク リ ッ

ク します。
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3. Confirm Installationダイアログボッ クスで、 Enable FactoryTalk® Security
チェ ッ クボッ ク スがチェ ッ ク されていないこ と を確認して、 Next をク

リ ッ クします。

ControlFLASH Firmware Upgrade Kit がインス トールされます。

4. キッ トがインス トールされたら、 Yes, I want to launch ControlFLASHを

チェッ クして、 Closeをク リ ッ クします。
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5. Welcome to ControlFLASHダイアログボッ クスで、Nextをク リ ッ クします。

6. メニューから 1408_All_Modelsを選択して、 Nextをク リ ッ ク します。
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7. RSLinxソフ ト ウェアで、 イーサネッ トネッ ト ワーク上のデバイスのIPア

ドレスに移動して、 デバイスを選択し、 OKをク リ ッ ク します。

PowerMonitor 1000ユニッ ト をアップグレードするには、DF1 Driver も使

用する場合があ り ます。

ヒン ト アップグレードプロセスを続行するには、 RSLinx Classic Lite ソフ ト

ウェアがインストールされている必要があります。 

ヒン ト デバイスのIPアドレスにアクセスするには、 RSLinxソフ トウェアの

イーサネッ ト ・デバイス ・ ドライバ・ アドレス ・ リストに IPアド

レスが追加されている必要があります。
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8. アセンブリ を選択するよ うに指示された場合は、 リ ス トの1408のカタロ

グ番号を選択して、 OKをク リ ッ ク して ください。

9. デバイスの新しいファームウェア リ ビジ ョ ン番号を選択し、Nextをク リ ッ

クします。

ヒン ト ControlFLASHソフ トウェアユーティ リティのバージョン12以降の場

合、ファームウェアリビジョンは3.xxxのような形式で表されます。

したがって、 ファームウェアリビジョン3.30は、 ControlFLASHソフ ト

ウェアユーティ リティで3.030のように表示されます。

ヒン ト 最新のバージョンはリビジョン4.010に更新できます。 PowerMonitor
ユニッ トがファームウェア4.010に更新されている場合、 4.010以前

のファームウェアリビジョンに戻すことはできません。
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10. Summaryダイアログボッ クスで、 Finishをク リ ッ ク します。

11. 目的のデバイスの更新に関するダイアログボッ クスで、Yesをク リ ッ ク し

ます。

12. Update Statusダイアログボッ クスで、OKをク リ ッ ク して更新が完了した

こ とを確認します。

13. デバイスのWebページを閲覧して、 ファームウェア リ ビジ ョ ンが正常に

更新されたこ とを確認します。

14. ControlFLASHソフ ト ウェアユーティ リ ティ を終了します。
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参考資料 以下の資料には、 ロ ッ クウェル ・ オート メーシ ョ ンの製品に関連する追加情報

が記載されています。

これらの資料は、 以下のWebサイ トで閲覧またはダウンロードできます。

http://www.rockwellautomation.com/literature/

印刷物マニュアルを注文される場合は、 当社または当社代理店までご連絡くだ

さい。

マニュアル名 説明

PowerMonitor 1000 Unit User 
Manual (Pub.No. 1408-UM002)

PowerMonitor 1000ユニッ トのインスト レーシ ョ
ンインスト ラクシ ョ ン (取付け手順)、配線図、
構成、および仕様が記載されています。

製品認定のWebサイ ト：
http://www.ab.com

現在の適合宣言、認可、および他の承認につい
て情報を提供しています。
Publication 1408-IN003A-JA-P - July 2015 XXXXX
Supersedes Publication 1408-IN002A-EN-P - May 2007  © 2015 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.Printed in the U.S.A.

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで最新の製品環境情報を提供しています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

Allen-Bradley、 Rockwell Software、 Rockwell Automation、 PowerMonitor、 ControlFlash、 FactoryTalk、 および RSLinx 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されています。

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1408-um002_-en-p.pdf
http://www.ab.com/
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/literature
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