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EC ( 欧州連合 ) の規格への準拠

本製品に CE マークがある場合は、欧州連合 (EU) および EFA 地域内での使用が承認されています。以下の

規則に適用するように設計されテストされています。

EMC 指令

この製品は、理事会規制 89/336「電磁適合性 (EMC)」および以下の規格の、技術解説ファイルに記載された

内容に完全にまたは部分的に準拠することをテストで確認済みです。

• EN 50081-2 EMC：一般的な放射規格、パート 2 - 産業環境

• EN 50082-2 EMC：一般的なイミュニティ規格、パート 2 - 産業環境

この製品は、産業環境での使用を目的としています。

低電圧指令

この製品は、EN 61131-2「プログラマブルコントローラ、パート 2：機器の必要条件およびテスト」の安全

事項を適用することによって、理事会規制 73/23/EEC「低電圧」に準拠することをテストで確認済みです。

EN 61131-2 に要求される特定の情報については、このマニュアルの対応する項を参照するか、ノイズ防止に

ついては『配線および接地のガイドライン』 (Pub. No. 1770-4.1) を参照してください。

この装置は開放型の装置と分類されており、安全保護の手段として、動作時は筐体内に設置 ( 取付け ) しな

ければなりません。
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はじめに

概要

HMI インターフェイスボードは、PowerFlex 7000 ドライブ用の HMI タイプ

デバイスです。ユーザは、ドライブを立上げ、トラブルシューティング、お
よび保守するために必要な実行可能なツール、資料、レポートのすべてを入
手できます。

HMI インターフェイスボードを介して、ドライブ ( 例：PanelView CE ター

ミナル、ラップトップ、またはデスクトップ型コンピュータ ) と情報をやり

取りするために、ユーザは希望する Windows ベースのオペレータターミナ

ルのスタイルとサイズを選択できます。HMI インターフェイスボードは、

すべての必要なツールをドライブから取得できるために、ドライブと構成
ツールの間にあった互換性に関する過去の問題をなくします。

HMI インターフェイスボードは、オペレータターミナルおよびリモート保

守のリモート配置が必要なアプリケーションに良く適しています。

基本的な構成

HMI インターフェイスボードの基本的な構成は 3 つあります。

リモート取付け式の HMI

HMI は、可変周波数ドライブ (VFD) の低圧 (LV) ドアの従来の位置には取付

けられません。リモート取付けプレートは非常停止押しボタンを備えてお
り、HMI はお客様が希望する場所に取付けることができるように緩めて供

給されます。HMI は、ハード配線された Ethernet ケーブルを使用して VFD
に接続します。距離の制限は、ネットワークハードウェアによって定義され
ています。

これは、離れた場所 ( 例：駆動マシン、制御室 ) から制御およびモニタした

い非 PLC ユーザに適しています。また、VFD などにあるオペレータイン

ターフェイスを使用しているときに高圧機器や PPE の関連機器へのアクセ

スを制御するためのポリシーをお持ちのお客様にも適しています。

ローカル取付け式の HMI

既存の PanelView 550 と同様に、HMI は VFD の LV ドアに取付けられます。

HMI なし

サービス・アクセス・ポート (RJ-45 コネクタ ) は、VFD の LV ドアにあり

ます。お客様は、HMI として独自のラップトップを使用します。HMI とし

てラップトップを使用するために必要なすべてのプログラムは、VFD に格

納されています。ラップトップは、ハード配線された Ethernet ケーブルを使

用して VFD に接続されます。これは、専用の HMI が必要ない無人の施設に

適しています。
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はじめに
参考資料

以下の資料には、ロックウェル・オートメーションが提供する関連製品の使
用時に役立つ情報が記載されています。

上記の資料は、以下の Web サイトで参照またはダウンロードできます：
http:/www.rockwellautomation.com/literature/
印刷版マニュアルを購入される場合は、当社または代理店までご連絡くださ
い。

マニュアル名 説明

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines ( 配線と接地のガイドライン ) 
(Pub.No. 1770-4.1)

ロックウェル・オートメーションの産業
用システムの設置に関する一般的なガイ
ドライン

「製品認可」の Web サイト： 
http://www.ab.com

適合宣言書、認可、およびその他証明の
詳細を記載する。

産業用のセキュリティのベストプラク
ティス (Pub.No. SECUR-AT001_-EN-P)

製品とシステムのセキュリティの情報と
ガイドラインを記載する。
P-2 Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013
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第 1章

クイックスタート - すぐ使える

1.1 概要

Quick Start アプリケーションは、リモート取付け式の HMI またはローカル

取付け式の HMI 構成で使用できます。HMI がないときは、Quick Start アプ

リケーションは使用できません ( パーソナルコンピュータまたは Windows
ターミナルを構成するには、「第 2 章　PowerFlex HMI インターフェイス

ボード」を参照してください )。

PowerFlex 7000 HMI インターフェイスボード (HMI インターフェイスボード )
とロックウェル・オートメーションの PanelView Plus CE ターミナルは、

Ethernet 上で互いに通信します。両方のデバイスは、同じネットワーク上で

固有の IP アドレスで構成する必要があります。

Quick Start アプリケーションは、PanelView Plus CE ターミナルと PowerFlex 
7000 ドライブの間の初期コネクションを確立します。

1.1.1 要件

• PanelView Plus CE ターミナル

• Windows CE (6.0 以降 )

• .NET Compact Framework (2.0 以降 )

• Internet Explorer 6.0 以降

• 画面の解像度は最低 640x480

• Ethernet 接続

1.2 この章の目的

この章では、Quick Start アプリケーション (PanelView Plus CE のみに付属 )
が HMI インターフェイスボードとターミナルに固有の IP アドレスを構成す

る方法を説明します。

アプリケーションは、「検出された」HMI インターフェイスボードから

Forge Shell プログラムにアクセスして使用することもでき、Internet Explorer
のホームページを選択した HMI インターフェイスボードに設定できます。
Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013 1-1



第 1 章　クイックスタート - すぐ使える
1.3 はじめに

初めてドライブに電源を投入すると、PanelView Plus CE ターミナルおよび

PowerFlex HMI インターフェイスボードは、DHCP サーバから IP アドレス

を取得しようとする「動的な IP アドレス指定」用に構成されます。

ドライブが DHCP サーバのある外部ネットワークに接続されていないとき

は、デバイスはこの方法で IP アドレスを取得できません。DHCP サーバが

存在しないときは HMI インターフェイスボードは、デフォルトではアドレ

スは 169.254.0.10 になります。

DHCP サーバが存在しないときは、デフォルトでは、ターミナルのアドレス

は HMI インターフェイスボードと同じネットワークにある 169.254.xxx.xxx
の範囲になります。

いずれかのデバイスが静的な IP アドレスに構成されている場合は、IP アド

レスが同じネットワークにないときは 2 つのデバイスは互いに通信できませ

ん。

ドライブの電源を投入すると、ターミナルには最初にデスクトップが 表示

されます ( 図 1.1)。

図 1.1 デストップ

重要
タスクバーにある  アイコンは、ターミナルが Ethernet ネット

ワークに正常に接続されているかを示します。

このアイコンに赤色の ‘X’ があるときは、ターミナルは以下の状

態を支示します。

• ネットワークに物理的に接続していない。

• IP アドレスが動的に割付けらていない。

ターミナルが IP アドレスを使用できない (DHCP サーバが有効で

はない ) と判断するのに、15 秒以上かかることがあります。
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第 1 章　クイックスタート - すぐ使える
1.4 Quick Start アプリケーション

デスクトップには、インストール済みの ‘Quick Start’ アイコンがあります

( 図 1.1)。このアイコンをダブルクリックして、Out of the Box アプリケー

ションを開きます ( 図 1.2)。

図 1.2 Out of the Box アプリケーション

1.4.1 Forge Shell アプリケーションの起動

HMI インターフェイスボードへのメインインターフェイスは、Forge Shell
アプリケーションを介しています。

リストから希望する HMI インターフェイスボードを選択して、Launch 
ForgeShell をクリックします。

1.5 IP 設定の構成

Quick Start アプリケーションは、ネットワークに存在するターミナルとすべ

ての HMI インターフェイス・ボード・モジュール現在の IP 構成を示しま

す。

DHCP サーバがない同じネットワークに接続された複数の HMI インター

フェイスボード ( 例：ドライブ ) があるときは、すべての HMI インター

フェイスボードを明確な静的な IP アドレスに構成する必要があります。ド

ライブを共通するネットワークに接続する前に、このプロセスが発生する必
要があります。同じ IP アドレスのある HMI インターフェイスボードに競合

がある場合は、これに失敗します。

ヒント デバイスに使用されているデフォルト値は機能していますが、コ
ネクションは以下のときにもっと速くなります。

• デバイスは静的な IP アドレスを使用する、または

• DHCP サーバは接続されたネットワーク上に存在する。
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第 1 章　クイックスタート - すぐ使える
1.5.1 HMI インターフェイスボード IP 設定の構成

1. リストから希望するモジュールの IP アドレスを選択します。

2. Change IP Settings をクリックします ( 図 1.3)。

図 1.3 HMI インターフェイスボード IP 設定の構成

HMI インターフェイス・ボード・モジュールの MAC ID が、変更された

モジュールを識別するにはダイアログのタイトルバーに表示されます。

3. 静的な IP 構成を入力するには、3 つのフィールドすべてにデータを入力

して Apply をクリックします ( 図 1.4)。

動的な IP 構成を入力するには、Make Dynamic をクリックします。

図 1.4 IP 設定

重要 IP 設定を変更するときは、ターミナルを設定する前に HMI イン

ターフェイスボード設定を変更する必要があります。そうでない
と、このアプリケーションは HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールと通信できなくなります。

MAC ID
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第 1 章　クイックスタート - すぐ使える
ダイアログが閉じてメインアプリケーション ( 図 1.2) に戻ると、アプリケー

ションはターミナルと同じネットワークにある使用可能なすべての HMI イ
ンターフェイスボードを検索します。

1.5.2 ターミナル IP 設定の構成

1. Change IP Settings ( 図 1.5) をクリックして、Network Connections を起動し

ます ( 図 1.6)。

図 1.5 ターミナル IP 設定の構成

2. “PCI-KS88411” をダブルクリックして、Settings ダイアログを開きます。

図 1.6 ネットワーク接続

ヒント ターミナルと HMI インターフェイスボードの両方が異なるネット

ワークに構成されているときは、ターミナルが再度構成されるま
では HMI インターフェイスボードはリストに表示されません。
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第 1 章　クイックスタート - すぐ使える
3. 希望する構成の設定を入力して、OK をクリックします。

図 1.7 PCI/K S88411 設定

4. Network Connections ウィンドウを閉じて、メインアプリケーション ( 図
1.2) に戻ります。

アプリケーションは、ターミナルと同じネットワークにある使用可能なすべ
ての HMI インターフェイスボードを検索します ( 図 1.8)。

図 1.8 使用可能な HMI インターフェイスボードを表示する Quick Start ア
プリケーション

IP 設定を適切に構成できたら、「第 3 章　Forge Shell」に進みます。HMI が
存在しない場合の構成については、「第 2 章　PowerFlex HMI インターフェ

イスボード」を参照してください。
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1.5.3 Home ページの構成

Internet Explorer は、HMI インターフェイス・ボード・モジュールの Web
ページにブラウズするために使用できます。

1. 図 1.2 のリストから希望する HMI インターフェイスボードを選択しま

す。

2. Homepage をクリックします。

1.5.4 手動リフレッシュ

リストされた HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、「発見」プロ

セスを使用してネットワークを検索することができます。アプリケーション
を始動した後に HMI インターフェイス・ボード・モジュールをネットワー

クに接続したときは、強制的に「発見」操作をすることで手動でリストをリ
フレッシュ ( 最新の状態に更新 ) します。

操作のリフレッシュを起動するには、このアプリケーションの左上にある
“PowerFlex 7000” ログインをクリックします。
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第 2章

PowerFlex HMI インターフェイスボード

2.1 概要

この章は、HMI が付属していないときに構成をセットアップする方法と、

PC をドライブとのインターフェイスに使用する方法を説明します。

HMI インターフェイス・ボード・モジュールはファイルサーバで、内部 SD
カードに保存されるファイル か、またはドライブ内で生成されるレポート

を提供できます。HMI インターフェイスボードは、Microsoft Windows 
Explorer™ などの PC に存在する共通ツールを使用して、ドライブ内の

ファームウェアモジュールを更新するためにも使用されます。

2.1.1 要件

HMI インターフェイスボードにアクセスするには、パーソナルコンピュー

タまたは Windows ターミナル (PanelView CE 1000 など ) が必要です。このデ

バイスは、以下の最小要件を満たす必要があります。

• Windows XP, CE, または Windows 7

• .NET Compact Framework (2.0 以降 )、.NET Framework

• Internet Explorer 6.0 以降

• 画面の解像度は最低 640x480

• Ethernet 接続

2.2 この章の目的

この章は、HMI インターフェイスボードが PC/ ターミナルと PowerFlex 7000
高圧ドライブの間でファイルを転送する方法を説明します。この章では、以
下の方法について説明します。

• HMI なしの構成を使用する HMI インターフェイスボードを構成する。

• ネットワークのファイアウォールの構成を支援する情報

この章は、HMI インターフェイスボードの機能について説明します。個々

のアプリケーションについては個別の章または資料に記載しています。
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2.3 コンピュータの構成

HMI インターフェイス・ボード・モジュールとコンピュータは、適切に通

信するために固有の IP アドレスで構成する必要があります。DHCP サーバ

が存在するネットワークに接続されているときは、コンピュータの構成を動
的な IP アドレスを受信するように自動的に構成できます。コンピュータが

DHCP サーバなしでネットワークに接続されている ( または HMI インター

フェイス・ボード・モジュールに直接接続される ) ときは、コンピュータを

静的な IP アドレスで構成する必要があります。ここでは、この静的な IP ア

ドレスを構成するためのガイダンスを記載します。

この残りの説明では、HMI インターフェイス・ボード・モジュールが

169.254.0.10 のデフォルトの IP アドレスを使用していることを前提としてい

ます。HMI インターフェイス・ボード・モジュールが異なる静的な IP アド

レスで構成されているときは、コンピュータ ( 同じサブネット内 ) のために

適切な静的な IP アドレスを選択します。

2.3.1 Windows XP

1. Start メニューから、Settings → Network Connections → Local Area 
Connection を順番に選択します。

2. General タブの下にある Properties をクリックして、Local Area Connection 
Properties ウィンドウを開きます ( 図 2.1)。

図 2.1 Local Area Connection Properties

3. リストをスクロールして、General タブの下にある Internet Protocol 
(TCP/IP) を選択します。

4. Properties をクリックして、Internet Protocol Properties ウィンドウを開きま

す ( 図 2.2)。
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図 2.2 Internet Protocol Properties

5. Use the following IP address ラジオボタンをクリックして、169.254.0.11 の

IP アドレスを入力します。255.255.0.0 のサブネットマスクを入力しま

す。

他のすべてのエントリは、空白のままにすることができます。

6. 開いている 2 つのダイアログで OK をクリックして、Local Area 
Connection Status ウィンドウを閉じます。

2.3.2 Windows 7

1. Start メニューから、Control Panel → Network and Sharing Center を順番に

選択します。

2. Change adapter settings をクリックして、Local Area Connection をダブルク

リックします。

3. General タブの下にある Properties をクリックして、Local Area Connection 
Properties ウィンドウを開きます ( 図 2.1)。

4. リストをスクロールして、General タブの下にある Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IP) を選択します。

5. Properties をクリックして、Internet Protocol Properties ウィンドウを開きま

す ( 図 2.2)。

Use the following IP address ラジオボタンをクリックして、169.254.0.11 の

IP アドレスを入力します。255.255.0.0 のサブネットマスクを入力しま

す。

他のすべてのエントリは、空白のままにすることができます。

6. 開いている 2 つのダイアログで OK をクリックして、Local Area 
Connection Status ウィンドウを閉じます。
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2.4 HMI インターフェイスボードの構成

HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、ネットワークで通信する

ために IP アドレスを構成する必要があります。

デフォルトでは、モジュールにはアドレスがなく、ネットワーク上に DHCP
サーバを配置できるときは DHCP サーバから動的に割付けられた IP アドレ

スを使用します。DHCP サーバが存在しないときは、アドレスデフォルトは

169.254.0.10 で、サブネットマスクは 255.255.0.0 で、ゲートウェイなしにな

ります。

ほとんどの場合、HMI インターフェイスボードと通信するには、モジュー

ルに割付けられた IP アドレスを知っていなければなりません。これは、モ

ジュールの現在の IP アドレスを変更することでも行なうことができます。

このため、ネットワークへの取付け時に、HMI インターフェイス・ボード・

モジュールに静的な IP アドレスを割付けることをお奨めします。

2.4.1 IP アドレスの決定

ForgeShell の使用

最も簡単な方法は、このアプリケーションのコピーが使用できるときに
Forge Shell アプリケーションを使用することです。ForgeShell.exe というプ

ログラムは、HMI インターフェイス・ボード・モジュールに含まれている

SD カードのルートディレクトリで使用できます。必要であれば、このため

にこのプログラムを PC にコピーするためにカードをドライブから取り外す

ことができ、その後でカードを HMI インターフェイスボードに交換する必

要があります (PC で必要であれば、USB-SD カードアダプタを使用する )。
2-6 ページの「Forge Shell での IP アドレスの設定」を参照してください。

Ethernet ケーブルの使用

HMI インターフェイス・ボード・モジュールが DHCP サーバが存在しない

ネットワークにあり、HMI インターフェイスボードが静的アドレスで構成

されている場合は、デフォルトではそのアドレスは 169.254.0.10 です。この

場合、Ethernet ケーブルは PC と HMI インターフェイス・ボード・モジュー

ルの間を直接接続できます。PC の IP アドレスに 169.254.0.x と、サブマス

クに 255.255.0.0 を指定する必要があります。PC のブラウザで、以下を入力

してください。

http://169.254.0.10

Forge Shell プログラムを起動できる場所から HMI インターフェイス・ボー

ド・モジュールの Web ページが開きます。2-6 ページの「Forge Shell での IP
アドレスの設定」を参照してください。

MAC ID の使用

HMI インターフェイスボードが DHCP サーバなしのネットワークにあると

きは、ネットワーク管理者の支援と HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールの MAC ID があれば、モジュールに割付けられた IP アドレスを決

定できます。MAC ID は、NetBurner モジュールの白色のバーコードラベル

に書込まれます ( 図 A.1 を参照 )。
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この IP アドレスを分かれば、ウェブブラウザを開いて行頭に http:// を付け

て IP アドレスを入力します。これによって、Forge Shell プログラムが起動

される場所から HMI インターフェイス・ボード・モジュールの Web ページ

を開きます。2-6 ページの「Forge Shell での IP アドレスの設定」を参照して

ください。

HyperTerminal の使用

既存のモジュールの IP アドレスが分からないときは、HMI インターフェイ

ス・ボード・モジュールの USB ポートに接続します。

1. 以下の設定を使用して HMI インターフェイスボードに接続するには、

HyperTerminal™( 通常は Windows OS に同梱されている ) などのプログラ

ムを使用します。

• 115,200 Baud

• データビット：8

• 停止ビット：1

• パリティなし

2. HMI インターフェイスボードの DIP スイッチ (SW2) を設定して、スイッ

チ 1 を ON にします。A-1 ページの「DIP スイッチ設定」を参照してく

ださい。

3. HMI インターフェイス・ボード・モジュールにあるリセットボタン SW1
を押します。

図 2.3 の標準的な画面は、HMI インターフェイス・ボード・モジュール

の現在の構成を示します。

4. IP アドレスを取得できたら、DIP スイッチ (SW2) Switch 1 にして、OFF
のデフォルト位置に戻します。

5. ウェブブラウザを開いて行頭に http:// を付けて IP アドレスを入力します。

これによって、Forge Shell プログラムが起動される場所から HMI イン

ターフェイス・ボード・モジュールの Web ページを開きます (2-6 ページ

の「Forge Shell での IP アドレスの設定」を参照 )。

図 2.3 HyperTerminal を使用する IP アドレス

ヒント Windows XP および Windows 7 用の USB ドライバの入手および

インストールについては、A-3 ページの「USB ポート」を参照し

てください。
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2.4.2 Forge Shell での IP アドレスの設定

ここでは、Forge Shell が HMI インターフェイス・ボード・モジュールの静

的な IP アドレスを構成する方法を説明します。Forge Shell プログラム ( 図
2.7) は、ネットワーク上のすべての HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールを検索します。

Windows Explorer を使用する Forge Shell の起動

1. タスクバーで Start ボタンを右クリックします。

2. “Open Windows Explorer” をクリックします。

3. Address フィールドに tp://<ip_address> を入力します。

この場合、<ip_address> は、HMI インターフェイスボードの IP アドレス

です ( 図 2.4)。

図 2.4 Windows Explorer - HMI インターフェイスボード

4. ‘CARD’ ディレクトリでダブルクリックして、サブディレクトリを開き

ます ( 図 2.5)。

図 2.5 Windows Explorer- CARD サブディレクトリ

5. ForgeShell.exe をダブルクリックします。

ドライブからプログラムを起動すると、2 つのダイアログが存在するは

ずです。最初のダイアログは、プログラムを実行するかまたは保存する
かを尋ねます。“Run” または “Run this program from its current location” を

クリックします。2 番目のダイアログは、ソフトウェアの発行者の検証

を求めます。“Run” をクリックします。
2-6 Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013



第 2 章　PowerFlex HMI インターフェイスボード
Web ページから Forge Shell を開く

Forge Shell プログラムを Desktop または Laptop から起動する推奨方法は、コ

ンピュータはドライブの Web ページ ( 図 2.6) を使用しています。

1. Internet Explorer を起動します。

2. アドレスバーに <http://ip_address> を入力します。

3. Forge Shell をクリックします。

図 2.6 ドライブの Web ページ

ドライブからプログラムを起動すると、2 つのダイアログが存在するはずで

す。最初のダイアログは、プログラムを実行するかまたは保存するかを尋ね
ます。“Run” または “Run this program from its current location” を選択します。

2 番目のダイアログは、ソフトウェアの発行者の検証を求めます、“Run” を

選択します。

Forge Shell を使用する IP 設定

1. ‘Maintenance’ ボタンを押します ( 図 2.7)。

ヒント Windows Internet Explorer にショートカットを追加するには、

ショートカットのプロパティに以下の URL を入力してください： 
http://<ip_address>/ForgeShell.exe
この場合、<ip_address> は、HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールの IP アドレスです。
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図 2.7 Forge Shell

2. IP Setup を選択します。

図 2.8 IP 設定

3. HMI インターフェイスボードの白色のラベルに印刷された MAC ID( 図
A.1 を参照 ) に対応するプルダウンメニューから、MAC アドレス ( 図
2.8) を選択します。

4. IP Address (IP アドレス )、Sub Mask ( サブマスク )、および Gateway 
address ( ゲートウェイアドレス ) アドレスを入力して、Apply をクリック

します。

この情報は、ネットワーク管理者から入力する必要があります。

IP アドレスにすべて 0 を設定すると、ネットワークに存在する場合にモ

ジュールは動的な DHCP サーバによって割付けられた IP アドレスを使用

するように構成されます。

5. HMI インターフェイス・ボード・モジュールが Forge Shell アプリケー

ションでリセットされた後に、Maintenance and Refresh をクリックしま

す。

これで、構成されたモジュールは新しい IP アドレスで表示されます。
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Forge Shell

3.1 概要

Forge Shell プログラムは、HMI インターフェイス・ボード・モジュールを

介して PowerFlex 7000 高圧ドライブの内容にアクセスするための主な方法

です。

プログラムは、Windows CE や Windows XP および Windows 7 などのフルオ

ペレーティングシステムの両方で稼動するように設計されていますが、表示
される内容はドライブのコンポーネントの要件によって異なります。

プログラムは最大 10 台のドライブの映像的表現を提供し、それぞれにアク

セス可能な内容の関連するメニューがあります。

3.2 この章の目的

この章は、PowerFlex 7000 高圧ドライブとやり取りするための Forge Shell の
使用方法を説明します。この章では、以下の方法について説明します。

• Forge Shell の構成

• 特定の PowerFlex 7000 ドライブのコンポーネントへのアクセス

3.3 Forge Shell の使用

Forge Shell は、ローカルネットワークにあるすべての PowerFlex 7000 HMI
インターフェイス・ボード・モジュールを自動的に検索します。この「発
見」プロセスは、ルータを越えて他のネットワークには延長しません。検索
された各 HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、IP モジュールの

アドレスとドライブの名前 ( 存在する場合 ) を示す PowerFlex 7000 ドライブ

アイコンによって表されます ( 図 3.1)。

図 3.1 Forge Shell
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HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、これらのモジュールの IP
アドレスが構成ファイルに定義されているときは外部ネットワークでも明確
に検索できます。3-3 ページの「LocalShell.xml」を参照してください。

3.4 ドライブメニュー

ドラブにアクセスするには、希望するドライブアイコンを選択して図 3.2 に

示すドライブメニューを開きます。

図 3.2 ドライブメニュー

MAC ID

メニューの一番上のエントリは、HMI インターフェイス・ボー
ド・モジュールの MAC ID です。このメニューオプションを選
択すると、図 3.3 の標準的なダイアログが表示される。このダイ
アログから、HMI インターフェイス・ボード・モジュールの IP
アドレスを変更できる。IP アドレスが 0:0:0:0 に設定されている
ときは、モジュールは動的な IP アドレス指定を使用するか、ま
たはデフォルトの 169.254.0.10 になる (DHCP サーバが見つから
ない場合 )。

Web page Internet Explorer を使用して、ドライブのメイン Web ページを開
く。

Windows Explorer

Microsoft File Explorer を使用して、HMI インターフェイス・
ボード・モジュールに対する FTP クライアントコネクションを
開く。このコネクションから、HMI インターフェイスボードの
SD カードの内容と、Drive ファイルにアクセスできる。

Drive Explorer
アイコンで選択されたドライブに直接接続する、ロックウェル・
オートメーションの Drive Explorer ( コンピュータにすでにイン
ストールされている場合 ) を開く。

Tool Box HMI インターフェイス・ボード・モジュールから取得および起
動される、実行可能なプログラムのサブメニューを開く。

Documentation

HMI インターフェイス・ボード・モジュールから取得される、
すべての文書ファイルのサブメニューを開く。通常、これらの
ファイルは PDF フォーマットて、その内容はユーザーズマニュ
アルと配線図です。
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3.5 保守メニュー

ForgeShell メイン画面にある保守ボタンは、図 3.3 に示すメニューを開きま

す。

図 3.3 保守メニュー

Refresh

プログラムが起動されたときは、「発見｣プロセスのみが起こります。

続けてオンラインにするか、または再構成されたデバイスを検索するには、
Refresh ( リフレッシュ：最新の状態に更新 ) をクリックします。

LocalShell.xml

「発見｣プロセスは、特定のドライブを明確に検索するように構成できます。
このオプションを選択すると、図 3.4 のダイアログが開きます。

AutoDetect ボタンがチェックされているときは、プログラムがローカルネッ

トワークにあるすべての PowerFlex 7000 HMI インターフェイス・ボード・

モジュールを自動的に検索します。異なるネットワークにあるドライブも検
索できますが、それはノード IP アドレスが明確にリストに追加されている

場合のみです。AutoDetect がチェックされていないときでも、アドレスが

Node リストに追加されている場合は、ローカルネットワークにあるモ

ジュールを検索できます。

図 3.4 Shell 構成
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以下の手順に従って、リストに明確にノードを追加してください。

1. Add Node を押します ( 図 3.5)。

図 3.5 構成ノード

2. 検出された HMI インターフェイス・ボード・モジュールの IP アドレス

を入力します。

Default Name ( デフォルト名 ) は、ドライブを検索できないときに、ドラ

イブからの名前を使用してドライブアイコンに関連付けられる名前です。

3. OK をクリックして、リストにこのドライブノードを追加します。

リストから希望するノードを選択して対応する押しボタンを押すことによっ
て、ノードを削除および編集できます。

IP Setup

保守メニューから IP Setup (IP 設定 ) が、図 3.6 のダイアログを開きます。こ

れはドライブメニューの IP Setup と同じように機能します ( このダイアログ

では、ローカルネットワークにあるすべての HMI インターフェイス・ボー

ド・モジュールを検索する「発見」プロセスを実行することを除く )。すべ

てのモジュールの MAC アドレスは、希望するモジュールが選択できるド

ロップダウンリストにあります。

この方法は、初めてネットワーク上の HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールを構成するときに有用です。これらのモジュールはネットワーク用
に IP アドレスで適切に構成されていないかもしれませんが、この方法を使

用して MAC アドレスを検索することができます。
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図 3.6 保守 IP 設定

ダイアログから、HMI インターフェイス・ボード・モジュールの IP アドレ

スを入力または変更できます。IP アドレスが 0:0:0:0 に設定されているとき

は、モジュールは動的な IP アドレス指定を使用するか、またはデフォルト

で 169.254.0.10 になります (DHCP サーバが見つからないとき )。

Help

「発見」プロセスを動作するには、Forge Shell が稼動している PC で Port 
20034 の UDP トラフィックが許可されいなければなりません。一部のファ

イアウォールでは、このトラフィックをブロックすることがあります。その
場合、Forge Shell プログラム内にモジュールが表示されなくなります。

Close

Close をクリックすると、Forge Shell プログラムを終了します。ウィンドウ

の右下にある PowerFlex 7000 ロゴをクリックすることによっても、プログ

ラムを閉じることができます。
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3.6 トラブルシューティング

Forge Shell プログラムに表示されるアイコンは、図 3.7 に示すように 3 つの

形式をとることができます。

図 3.7 ドライブアイコンのステータス

通常のアイコン (X がない ) は、現在オンラインでアクティブな HMI イン

ターフェイス・ボード・モジュールとドライブです。ドライブ用に表示され
る名前はドライブから取得されるものです。名前が見つからないときは、ド
ライブに名前が割付けられていません。

黄色の X のあるアイコンは自動的に発見されたモジュールですが、その関

連するドライブとは通信できません。唯一の名前がドライブ自体からもたら
されることがあるため、関連付けられた名前はありません。それは以下の理
由で起こることがあります。

• HMI インターフェイスボードが起動しても、ドライブは HMI インター

フェイスボードと同期していません。30 秒待ってから、他の「発見」プ

ロセスを起動するために保守ボタンの Refresh オプションを使用します。

• 関連するドライブのドライブファームウェアは FRN 8.001 以前で、HMI
インターフェイス・ボード・モジュールと通信できません。ドライブ
ファームウェアを更新します。

• ドライブはダウンロードモードです。このドライブには、“Drive returned 
an error on connection xxx.xxx.xxx.xxx” を示す、“Invalid Response” エラー

メッセージも存在します。

• ドライブに対して 5 つを超える同期 Ethernet/IP コネクションがある。

ドライブアイコンに青色の X があるときは、このモジュールは Node List に
明確に定義されていますが、そのノードに対して通信が行なわれない可能性
があります。表示される名前は、Node エントリで供給された名前です。以

下に原因となる問題を示しますが、これに限定されるものではありません。

• ドライブの電源が投入されていない。

• HMI インターフェイスボードがネットワークに差し込まれていない。

• ネットワークでノードアドレスに到達できない。
3-6 Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013



第 4章

ドライブ・ターミナル・アプリケーショ
ン

4.1 概要

PowerFlex 7000 高圧ドライブ用のドライブターミナルは、多くの Windows
ベースのシステムで稼動できるソフトウェアアプリケーションです。
PowerFlex 7000 ドライブとの通信は、Ethernet を介して行ないます。アプリ

ケーションは、640x480 の画面の解像度を使用して最適化されています。

4.1.1 要件

アプリケーションは、最低でも .Net Framework 2.0 または .Net Compact 
Framework 2.0 があるホストハードウェアが提供する以下のオペレーティン

グシステムで実行します。

• Windows XP

• Windows Vista

• Windows 7

• Windows CE 6

4.2 この章の目的

この章は、ドライブ・ターミナル・アプリケーションがドライブ内の情報を
修正および取得する方法を説明します。この章では、以下の方法について説
明します。

• 最初のドライブセットアップに関連する情報を構成する。

• 以下をモニタする。

- ドライブパラメータ

- ドライブステータス

• アラーム状態の表示およびリセット

• 診断トレンディングの実行

この章は、ターミナルアプリケーションの動作についてのみ説明します。特
定のパラメータについての特定の参照は、説明のためにのみ示しています。
指定のファームウェアリリースの実際のパラメータについては、『PowerFlex 
7000 Medium Voltage AC Drive (Firmware Version 9.xxx) Technical Data』
(Pub.No. 7000-TD002) を参照してください。
Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013 4-1

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/7000-td002_-en-p.pdf


第 4 章　ドライブ・ターミナル・アプリケーション
4.3 ターミナルのナビゲーション

このアプリケーションが稼動しているハードウェアによって、タブはマウス
をクリックするか、またはタッチセンサ式の画面を使用しているときはタブ
に触れることで選択できます。

各画面は、4 つの異なる領域から構成されています ( 図 4.1 を参照 )。

図 4.1 標準的な画面 ( ホーム )

ウィンドウの
タイトル

アプリケーションが現在接続されているドライブの名前を示す。
この名前はドライブから読取られ、修正できる。4-22 ページの
「ホームのセットアップ」を参照してください。

画面のタブ アプリケーション内のそれぞれの画面へのアクセスを示す。

画面の内容
画面の内容は選択されたタブによって異なるが、一部共通する要
素もある。4-4 ページの「共通パネル」を参照してください。

ステータスバー

ステータスバーはすべての画面に共通し、以下を示す。
• ドライブステータスに接続されたドライブの IP アドレス

• ドライブの動作のための制御パネルへのアクセス。4-33 ページ
の「制御パネル」を参照してください。

• ターミナルがトランザクションを処理していて、このときは
ユーザ入力に応答できないことを示すターミナルビジーのアイ
コン

Screen Tab

Screen 
Contents

Status Bar

Title Barタイトルバー

画面の内容

ステータスバー

画面のタブ
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4.3.1 ソフトキーパッド

ソフトキーパッド ( 図 4.2) を使用して、タッチスクリーンにデータを入力し

ます。

図 4.2 ソフトキーパッド

ソフトキーパッドは、図 4.3 に示すような記号を押すことでさまざまなダイ

アログと画面で使用できます。

図 4.3 ソフトキーパッドのアイコン

ヒント ターミナルアプリケーションは、タッチスクリーン式のインター
フェイスを使用するように作成されています。タッチスクリーン
には精度や再現性にばらつきがあるため、マウスのダブルクリッ
クに似たダブルタップを実施するのは困難です。このため、アプ
リケーションは、マウスであっても「ダブルタップ」タイプの選
択は使用できません。

本書では、「クリック」と「タップ」という用語は置き換え可能で
す。

パタメータの選択を行なうときは、通常は 2 段階のプロセスが必

要です。最初のステップはパラメータを選択することです。2 番

目のステップは、リストが表示されている場合に列の見出しで押
しボタンを使用して選択を確認することです。これについては、
さまざまな画面の説明でさらに詳細に説明します。
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4.4 共通パネル

共通パネル ( 図 4.4) は、多くの画面を表示します。それは、関連付けられて

いる画面に関係なく同じ機能を提供します。

図 4.4 共通パネル

共通パネルでは、以下を行なうことができます。

• Filters Parameters：ドライブには大量のパラメータを含むことができま

す。選択または表示されるパラメータの数を減らすために、2 種類の

フィルタを適用できます。

• Searches for Parameters：グループ内のパラメータを探すかわりに、これ

によってその名前またはパラメータ番号を使用してパラメータにアクセ
スできるようになります。

4.4.1 アクセスフィルタの変更

パラメータごとにアクセスレベルがあります。これらのアクセスレベルは
PIN で保護されています。行ないたい動作に適したアクセス権限がないとき

は、“Access Denied” ダイアログが表示されます。ターミナルは指定のアク

セスレベル以下のパラメータのみを表示します。パラメータを表示している
ときに、その値はユーザが適切なアクセスレベルを持っているときのみ変更
できます。

以下の手順に従って、アクセスレベルを変更してください。

1. Access をクリックします ( 図 4.5)。

図 4.5 アクセスフィルタ

2. プルダウンメニューから希望するレベルを選択します。
4-4 Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013



第 4 章　ドライブ・ターミナル・アプリケーション
3. 指定レベルの PIN ( パスワード ) を入力します。

PIN は、‘Password’ 入力ボックスに直接またはソフトキーパッドを使用

して入力できます。正しい PIN を入力すると、“Current Access” は要求さ

れたアクセスレベルに変わります。

4. OK をクリックします。

4.4.2 アクセスパスワードの変更

Access Filter ダイアログでは、アクセスレベルに関連する PIN も変更できま

す。PIN は、ターミナルアプリケーションではなくドライブ内に保存されま

す。

変更したい PIN レベルにアクセスする必要があります。

以下の手順に従って、PIN 値を変更してください。

1. Change をクリックします。

2. 新しいパスワードをフィールドにまたはソフトキーパッドを使用して入
力します。

新しい PIN を次のデータ入力フィールドに再入力する必要があります。

操作が成功するとステータスメッセージが表示されます。

4.4.3 ReadWrite フィルタの変更

すべてのパラメータを読取ることができますが、一部のパラメータしか書込
むことはできません。

以下の手順に従って、アクティブなフィルタを変更してください。

• 希望するラジオボタン ( 図 4.6) に触れるかクリックして、OK を押しま

す。

図 4.6 パラメータフィルタ

ヒント Logout 押しボタンを押すと、アクセスレベルをデフォルトのアク

セスレベル ( パラメータを修正できない ) に戻します。
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4.4.4 パラメータの検索

パラメータの検索には 2 つの方法 ( パラメータ番号または一部を指定する )
があります。

リニア番号を使用するパラメータ検索

1. Linear # フィールドにパラメータ番号を入力します ( 図 4.7)。

関連するパラメータがリストに表示されます。

2. Select をクリックします。

図 4.7 Search ダイアログ

パラメータは、2 つの方法を使用して検索できます。

名前の一部を指定してのパラメータ検索

1. Partial Name フィールドにパラメータを入力して、[Enter] キーを押しま

す。

関連するパラメータのすべてのリストが、リストに表示されます。

2. 希望するパラメータを選択します。

3. Select ボタンを押します。

ヒント リストは、アクセスレベルまたは現在のフィルタに依存しません。
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4.5 ホーム

ターミナルが起動したときに表示される初期画面は、ホーム画面です。

この画面 ( 図 4.1) は、ドライブに関する一般的な情報を表示します。

• ドライブ名 ( セットアップ画面で変更できる。)

• 4 つのアナログ型の計器。デフォルトの計器は、速度 (Speed)、電流

(Current)、電圧 (Voltage)、および電力 (Power) を示します。計器は、セッ

トアップ画面からドライブの他のパラメータに変更することができます。

• ドライブのステータス

• ドライブの稼動時間を示すホッブス型の計器

• 現在の時刻および日付

• ターミナルアプリケーションのリビジョン

• ドライブファームウェアのリビジョン

4.5.1 言語の変更

1. Language プルダウンメニューを選択します。

2. リストから希望する言語を選択します。

ターミナルは選択した言語のすべての文字列をリロードします。

言語変更にはかなりの通信活動を必要とするため、ドライブとの通信タイム
アウトを防ぐために制御パネルは自動的に閉じます。

ヒント すべての言語の文字列が、このアプリケーションと PowerFlex 
7000 ドライブの制御下にあるわけではありません。メッセージダ

イアログの “OK” ボタンなどの OS ( オペレーティングシステム )
で制御される文字列は、OS の言語設定で決まります。詳細は、

使用している OS で、“Regional and Language Settings ( 地域と言

語のオプション )” を探してください。
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4.6 ディスプレイ

図 4.8 に示すようなディスプレイ画面を使用して、ドライブ内の任意のパラ

メータをモニタおよび変更できます。

図 4.8 ディスプレイ画面

画面は 2 つの領域に分けられています。左の領域は選択されたファイルにあ

るグループの名前を示し、右の領域は選択されたグループにあるパラメータ
を示します。2 つの領域の内容は、現在のアクセスレベルと読取り / 書込み

フィルタに従ってソートされます (4-4 ページの「共通パネル」を参照 )。

左の領域の列の見出しは、“Group Name” です。この見出しを押すと押すた

びにグループ番号は以下に従ってソートされます。

• 通常のドライブの並び順 ( グループ番号 )

• アルファベット順

• グループのアクセスレベル (2 番目のアルファキーでソート )

グループ領域に特別なものは、リスト内の最初のエントリです。このエント
リ “<All Parameters>” は、グループ分けに関係なく、フィルタ基準を満たす

ドライブにあるすべてのパラメータを示します。最後のエントリも特別で、
ユーザが定義したカスタム作成されたグループを示します。カスタムグルー
プに指定した名前は、ドライブに使用されている標準のグループ名と区別す
るために異なる色 ( 緑色 ) になります。カスタムグループはセットアップ画

面で定義されます。

カスタムグループはアクセスレベルでフィルタできませんが、カスタムグ
ループのパラメータは、現在のアクセスレベルに基づいて変更できるように
なります。

例 ‘Rockwell’ レベルのパラメータは ‘Basic’ レベルのカスタムグルー

プを表示することができますが、最初に ‘Rockwell’ アクセスレベ

ルを得ていなければ変更することはできません。
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右の領域の列の見出しは、“Parameter Name”, “Value” および “Units” です。

Value の見出しをクリックすると、選択したパラメータの追加情報を表示

し、パラメータの修正もできるダイアログが表示されます。

Parameter Name の見出しをクリックすると、リストは以下に従ってソートさ

れます。

• 通常のドライブの並び順 ( グループ内のエレメント番号 )

• アルファベット順

• パラメータのアクセスレベル (2 番目のアルファキーでソート )

4.6.1 パラメータの編集および表示

パラメータを表示しているときは、使用されるダイアログはパラメータのタ
イプ ( 例： Value, Binary または Enum) によって異なります。

値パラメータ

Value ( 値 ) タイプのパラメータに使用されるダイアログ ( 例えば図 4.9) は、

パラメータについての以下の属性を表示します。

• デフォルト値

• 最小値

• 最大値

• 単位

• パラメータ番号および名前

• 現在値

以下の手順に従って、値を変更してください。

1. New Value フィールドを選択します。

2. フィールドに新しい値を入力します。

3. ‘Apply’ または ‘OK’ を押します。

Cancel ボタンは、変更内容を適用することなくダイアログを終了します。

Default ボタンは、‘New Value’ フィールドにデフォルト値を入れます。

図 4.9 値パラメータの編集
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バイナリパラメータ

Binary ( バイナリ：2 進数 ) タイプのパラメータに使用されるダイアログ ( 例
えば図 4.10) は、パラメー内の各ビット位置について 説明的な文字列を示し

ます。‘A’ 列は、ビットの実際の状態を示します。‘N’ 列は、まだ適用され

ていない新しい値を示します。

以下の手順に従って、ビットのステータスを変更してください。

• 対応するビットの ‘N’ チェックボックスをクリックします。

Apply および OK は、‘N’ 列での変更を実際のパラメータに適用します。

パラメータに対して未処理の変更を適用することなくダイアログをその
ままにするには、Cancel をクリックします。

図 4.10 バイナリパラメータの編集

ヒント すべてのビットを素早くクリアするには、Reset All をクリックし

ます。

すべてのビットをセットするには、Set All をクリックします。
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列挙型パラメータ

Enum ( 列挙型 ) パラメータは、パラメータの範囲内の値ごとに説明的なテ

キストを示します。列挙型パラメータに使用されるダイアログ ( 例えば図

4.11) は、パラメータについて以下の属性を示します。

• パラメータ番号および名前

• デフォルト値

• 現在値

以下の手順に従って、パラメータの値を変更してください。

1. New Value プルダウンメニューを選択します。

2. ‘New Value’ フィールドに表示された新しい値を選択します。

Default ボタンは、‘New Value’ フィールドのデフォルト値を選択します。

3. ‘Apply’ または ‘OK’ ボタンを押します。

新しい値を適用することなくダイアログをそのままにするには、Cancel
を押します。

図 4.11 列挙型パラメータの編集

読取り専用パラメータ

Read only ( 読取り専用 ) ダイアログ ( 図 4.12) はパラメータの編集に使用す

る画面と似ていますが、編集制御はありません。

図 4.12 読取り専用パラメータ
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4.7 アラーム

PowerFlex 7000 では、“Alarms ( アラーム )” は ‘Faults ( フォルト )’ と
‘Warnings ( 警告 )’ をまとめて指しています。アラーム画面 ( 図 4.13) には 2
つのタブがあり、それぞれ警告またはフォルトを示します。

図 4.13 アラーム画面

タブを選択することで希望するキューを選択します。両方のキューの動作は
同じです。

キューには、3 つの列があります。

• アラームの名前

• アラームに関連付けられたコード

• タイムスタンプ

4.7.1 アラームのヘルプ

アラームに関する追加情報は、アラームを選択して Alarm Help を押すこと

で使用できます。ダイアログ ( 図 4.14) が表示されます。

図 4.14 アラームのヘルプ

ヒント アラーム画面の共通パネルは、最後にドライブを起動して何らか
の理由で停止したタイムスタンプを示します。
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4.7.2 アラームキューのクリア

‘Clear Queue’ ボタンは、現在選択されているアラームキューをクリアしま

す。この操作は、アクセスレベルが Basic 以上であるときにのみ実行できま

す。

‘Reset Drive’ ボタンはドライブをリセットしますが、キューをリセットしま

せん。

4.8 セットアップ

セットアップ画面のグループ ( 図 4.15) は、ディスプレイ画面と同じドライ

ブパラメータを修正しますが、タスク志向で文脈依存の形式です。この画面
はドライブ立上げに使用することを意図しています。

セットアップ画面は、操作を実行するパネルを含むサブタブから構成されて
います。

• Analog - パラメータを割付けて、スケーリングして、アナログポートを

キャリブレーションする。

• PLC - PLC ポートにパラメータを割付ける。

• XIO - XIO カードを割付けて、出力を構成する。

• Masks - フォルトマスクを構成する。

• ExtText - 外部フォルト入力に割付けられたテキストを定義する。

• Custom - カスタムディスプレイ画面を定義する。

• Home - ホーム画面への修正

図 4.15 セットアップ画面グループ
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4.8.1 パラメータの割付け

多くのセットアップ画面では、ユーサが同じ方法を使用してパラメータを選
択して機能を割付ける必要があります。

1. 最初の列から希望する機能を選択します。

2. ‘Parameter’ 列の見出しをクリックして、Select Parameter ダイアログ ( 図
4.16) を開きます。

図 4.16 Select Parameter

3. 希望するグループ名を選択します。

パラメータのリストは、右のパネルにあります。

4. 現在の機能に割付けたい希望するパラメータを選択します。

5. Select を押して変更内容を適用します。

‘Remove’ ボタンを押して、現在の機能からパラメータの割付けを解除しま

す。

‘Cancel’ ボタンを押して、選択プロセスをアボートします。

ヒント また、最初の列から関連する機能を選択した後で、‘Search’ ボタ

ンを押してパラメータ番号または名前でパラメータを検索するこ
ともできます

ヒント Group Name または Parameter の見出しをクリックすると、列は

以下に従ってソートされます。

• 通常のドライブの並び順 ( グループ番号 )

• アルファベット順

• グループのアクセスレベル (2 番目のアルファキーでソート )

Linear 見出しをクリックすると、パラメータ番号順にソートされ

ます。
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4.8.2 アナログポートの構成

アナログセットアップ画面 ( 図 4.17) は、ドライブのパラメータを割付ける

ことができるアナログ出力ポートをすべて表示します。

アナログ出力ポートへのパラメータの割付け

1. Output 列から希望するポートを選択します。

2. Parameter 列の見出しを押します。

また、Search ボタンを押すこともできます (4-6 ページの「パラメータの

検索」を参照 )。

一部のアナログ出力には、出力に関連する ‘Scaling’ パラメータもあります。

‘Scaling’ 列の見出しを押すと、関連するスケーリングパラメータを編集する

ための値パラメータダイアログが表示されます。

図 4.17 アナログポートのセットアップ
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4.8.3 PLC リンクの構成

PLC セットアップ画面 ( 図 4.18) は、PLC 入力と PLC 出力リンクに割付けら

れたパラメータリンクを表示します。

画面の右側で対応するボタンを押すことで、‘Inputs’ と ‘Outputs’ を切換えま

す。

アナログ出力ポートへのパラメータの割付け

1. 左の列から希望するリンクを選択します ( 図 4.18)。

2.  Parameter 列の見出しを押します。

また、Search ボタンを押すこともできます (4-6 ページの「パラメータの

検索」を参照 )。

図 4.18 PLC リンクのセットアップ
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4.8.4 XIO の構成

XIO 構成画面 ( 図 4.19) には、2 つの XIO 機能があります。左の領域を使用

して特定のカード番号に I/O の機能グループを割付けて、右の領域を使用し

て標準 I/O カードの出力に選択可能な機能を割付けます。

図 4.19 XIO 構成セットアップ

XIO カードの割付け

1. 左のパネルのリストから ‘Function’ を選択します。

2. ‘Location’ 列の見出しを押して、列挙型パラメータダイアログを開きます。

図 4.20 列挙型パラメータのダイアログ

3. プルダウンメニューを開いて、New Value を選択します。

4. OK を押します。

標準 XIO カードの出力に構成可能な機能を割付け

1. 右のパネルから ‘Output’ を選択します。

2. ‘Assignment’ 列の見出しを押して、列挙型パラメータダイアログを開きま

す。

3. プルダウンメニューを開いて、New Value を選択します。

4. OK を押します。
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4.8.5 フォルトマスクの有効 / 無効

ドライブには、特定のフォルトが起こるかを有効または無効にできる多くの
フォルトマスクがあります。

図 4.21 に示すような画面には、2 つのパネルがあります。左は有効にされた

フォルトを表示し、右のパネルは無効にされたフォルトを表示します。

列の見出しをクリックして、標準ドライブ順またはアルファベット順のいず
れかによってリストをソートできます。

以下の手順に従って、特定のフォルトのステータスを変更してください。

1. 有効または無効にしたいフォルトを選択します。

2. 矢印 ( →または← ) キーを押して、フォルトを他の状態に移します。

図 4.21 マスクのセットアップ

ヒント マスクをすべて他の状態に移動するには、グループ内のフォルト
を選択してから ‘All’ を押します。
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4.8.6 外部アラームテキストのカスタマイズ

PowerFlex 7000 ドライブには、お客様が定義したアラームに使用される XIO
カードがあります。カスタムのテキスト文字列は、このセットアップ画面
( 図 4.22) を使用してこのカードの入力に割付けることができます。

図 4.22 外部アラームテキストのセットアップ

以下の手順に従って、割付けられたテキストを変更してください。

1. 左の列で変更された ‘Input’ を選択します。

2. ‘Text’ 列の見出しを押します ( 図 4.22)。

3. キーボードを使用して、希望するテキストを入力します。

4. [Enter] キーを押して、終了します。

図 4.23 外部テキストエディタ

ヒント このテキストはドライブ内に保存され、他の言語を選択しても変
わりません。
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4.8.7 パラメータのカスタムグループの作成

カスタムセットアップ ( 図 4.24) では、ユーザ定義可能なグループを配置し

ます。これらのグループは、定義済みのドライブグループの通常のファイル
- グループ - パラメータの並び順で表示するように表示されます。通常、こ

れらはパラメータ選択操作中またはディスプレイ画面で見つかります。

カスタムグループ名が定義済みのドライブグループと矛盾するときは、カス
タムグループはすべてリストに緑色で表示されます。カスタムグループ名
は、さらに区別するためにシェブロン (>>) で囲まれています。

図 4.24 カスタムセットアップ

以下の手順に従って、新しいグループを作成してください。

1. 左のパネルから “Create Custom Group” を選択します。

2. ‘Group Name’ 列の見出しを押して、Enter Group Name ダイアログ ( 図
4.25) を開きます。

図 4.25 カスタムグループ名の編集

3. このキーボードを使用して、デフォルト名を変更します。

4. [Enter] キーを押すか、または ‘Soft Keypad Icon’ を押して、変更内容を受

入れます。

新しいが空のグループは表示されません。この新しいグループにパラメータ
を追加するのは、既存のグループを編集するのと同じです (4-14 ページの

「パラメータの割付け」を参照 )。
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以下の手順に従って、既存のグループの名前を変更してください。

1. Group Name 列からグループを選択します。

2. Group Name 列の見出しを押します。

3. ダイアログに新しい名前を入力して、[Enter] キーを押します。

以下の手順に従って、既存のグループにパラメータを追加してください。

1. Group Name 列からグループを選択します。

2. 右のパネルで Parameter 列の見出しを押します (4-14 ページの「パラメー

タの割付け」を参照 )。

以下の手順に従って、グループから既存のパラメータを削除してください。

1. Group Name 列からグループを選択します。

2. 右のパネルから希望するパラメータを選択します。

3. Parameter 列の見出しを押します。

4. Remove を押します。

以下の手順に従って、グループを削除してください。

1.  Group Name 列からグループを選択します。

2. Group Name 列の見出しを押します。

3. 現在の名前を削除して、[Enter] キーを押します。

ヒント グループ割付けは、このアプリケーションが稼動しているターミ
ナルにローカルに保存されます。これらの定義されたグループは、
そのターミナルも同じグループを定義するまでは他のターミナル
では使用できません。カスタムグループの定義は、通常は ‘base’
ディレクトリにある customdisplay_k1.xml という名前のファイル

に保存されます。
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4.8.8 ホームのセットアップ

ホームのセットアップ画面 ( 図 4.26) では、ホーム画面に表示される情報を

変更できます。この画面から、ドライブの名前を変更できます。計器に関連
付けられたテキストに従って、画面で 4 つの計器に割付けられたパラメータ

を修正できます。

図 4.26 ホームのセットアップ

以下の手順に従って、ドライブ名を変更してください。

1. Drive Name に対応するデータフィールドをクリックします。

2. ドライブの名前を編集して、[Enter] キーを押します。

以下の手順に従って、計器に関連するパラメータを変更してください。

1. 希望する Meter ( 計器 ) を選択します。

2. Parameter 列の見出しを押します (4-14 ページの「パラメータの割付け」

を参照 )。

以下の手順に従って、計器に関連する名前を変更してください。

1. 希望する Meter ( 計器 ) を選択します。

2. Text 列の見出しを押して、明記の名前を編集できるダイアログを開きま

す。

3. [Enter] キーを押して、終了します。

ヒント Default 押しボタンを押すと、4 つの計器すべてにデフォルトのパ

ラメータとデフォルト名を割付けます。

計器に関連付けられたテキストはドライブ内に保存され、他の言
語を選択しても変わりません。
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4.9 診断

PowerFlex 7000 ドライブは、後で分析するためにリアルタイムでパラメータ

をキャプチャできます。

診断画面 ( 図 4.27) には、以下を行なうために使用するサブパネルがありま

す。

• 診断セットアップを構成する。

• データ収集動作のステータスを制御および提供する。

• 収集されたデータを表形式で表示する。

• 収集されたデータをプロットで表示する。

図 4.27 診断画面

トレースへのパラメータの割付け

データは、多くのトレースをキャプチャできます。

以下の手順に従って、パラメータをトレースに割付けてください。

1. 希望するトレースを選択します。

2. Parameter 列の見出しを選択します (4-14 ページの「パラメータの割付け」

を参照 )。

パラメータ番号が分かっている場合は、

1. 希望するトレースを選択します。

2. Linear 列の見出しを押します。

これによってソフトキーパッドが開きます。パラメータバ番号は直接入
力できます。
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パラメータは、‘Search’ ボタンを使用して割付けを検索することもできま

す。

パラメータは、デフォルトではプロットされません。

以下の手順に従って、プロットに表示するようにパラメータを設定してくだ
さい。

1. 希望するトレースを選択します。

2. Plot 列の見出しを押します。

トレースは、同じようにプロットから削除されます。

4.9.1 診断トリガ

トリガ変数は、常に最初のトレースパラメータに基づいています。

トリガタイプは、以下のいずれかとしてドライブで定義されます。

• Single – キャプチャは 1 回だけトリガされます。そのため、追加のトリガ

のために再度手動で起動する必要があります。

• Continuous – ドライブが始動するか、または手動で再起動されるたびに、

キャプチャは再起動されます。

プルダウンメニューから設定されるトリガ条件には、以下のものがありま
す。

• グレータザン (>)

• レスザン (<)

• イコール (=)

• ノットイコール (!=)

• AND (&)

• NAND (N&)

• OR (+)

• NOR (N+)

トリガ条件を適用される値は、データフィールドを選択してからソフトキー
パッドのアイコンをクリックして入力できます。トレース 1 に割付けられた

パラメータのタイプに従って、以下のダイアログが可能です。

• Value Parameter – 値を直接入力できるソフトキーパッドが表示されます。

• Binary Parameter – 適用できるチェックボックスを選択して、OK を押し

ます ( 図 4.28)。

• Enum Parameter – 希望する値を選択して、OK を押します ( 図 4.29)。
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図 4.28 バイナリのトリガデータ

図 4.29 列挙型のトリガデータ

Post Sample Value

Post Sample Value ( ポストサンプル値 ) は、0 ～ 99% に設定できます。

以下の手順に従って、値を調整してください。

1. Post Sample フィールドを選択します。

2. ソフトキーパッドのアイコンを押して、希望する値を入力します。

かわりに、キーボードを使用してフィールドに直接入力できます。

3. OK を押して、受入れます。

Rate Value

データをキャプチャするレートは、0 ～ 20,000msec の範囲で設定できます。

0 の値はデータをできるだけ速くキャプチャすることを意味し、レートはド

ライブプロセッサをロードすることによって決まります。

以下の手順に従って、レート値を調整してください。

1. Post Sample フィールドを選択します。

2.  ソフトキーパッドのアイコンを押して、希望する値を入力します。

かわりに、キーボードを使用してフィールドに直接入力できます。

3. OK を押して、受入れます。
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4.9.2 診断セットアップの保存および回復

さまざまに構成されたセットアップを、ターミナルにアクセス可能なメディ
アに保存できます。

以下の手順に従って、構成を保存してください。

1. Menu ボタンを押します。

2. Save を選択します。

3. ファイル名を入力して、Save を押します。

以下の手順に従って、保存されたセットアップを回復してください。

1. Menu ボタンを押します。

2. Load を選択します。

3. 保存された構成ファイルを選択して、Open を押します。

ヒント ‘Accept’ ボタンを押すかまたは他の画面を選択したときに、セッ

トアップおよびトリガ条件がドライブに送られます。これも診断
トリガを起動します。

ヒント ドライブにはデフォルトの診断セットアップがあります。

Menu を押してから Default を選択して、デフォルト構成をロード

します。
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4.9.3 診断制御

制御画面 ( 図 4.30) は、データキャプチャ現在のステータスを示し、データ

キャプチャのプロセスを制御する手段を提供します。

Last Trigger は、最後にトリガが発生したときのタイムスタンプを示します

( 可能な場合 )。データキャプチャのステータスには以下のものがあります。

• Stopped

• Running

• Triggered

• Force Triggered

トリガが停止すると、‘Re-Arm’ 押しボタンを押すことで再起動できます。

データ収集が稼動中でトリガ状態が発生するのを待っているときに、ユーザ
は ‘Force’ 押しボタンを押すことで収集されたデータを無条件にトリガする

ことを選択できます。

データ収集プロセスが アボートされたら、‘Stop’ 押しボタンを押します。こ

れによって、前のキャプチャを見ることができます。トリガ状態が発生する
と、以前キャプチャされたデータが上書きされます。

‘Export’ 押しボタンは、現在アクティブではありません。

図 4.30 診断制御
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4.9.4 診断表示

各トレースは、View ウィンドウ ( 図 4.31) の各列です。

図 4.31 診断表示

バイナリ (2 進数 ) データのデコード

値は、自然 2 進数のデータにデコードできます。

1. 希望するキャプチャポイント ( 行 ) を選択します。

2. 希望する列の見出しを押します ( 図 4.31)。

3. デコードするための希望する条件を選択します。

4. OK を押します。

トリガ条件が発生した収集ポイントは、赤色でハイライト表示されます。

図 4.32 診断バイナリのデコード
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4.9.5 診断プロット

プロット画面 ( 図 4.33) は関係を示し、キャプチャされたデータをトレン

ディングします。

図 4.33 診断プロット

診断セットアップ画面で選択されたトレースパラメータは、画面が選択され
ているときに自動的にプロットされます。

パラメータの追加または削除

1. 希望するパラメータを選択します。

2. X 列の見出しを押して、パラメータを追加または削除します。

3. Update を押して、新しいプロットを再度描画します。

キャプチャされたポイントの True 値の表示

プロットのすべての値は、標準化されています。プロットされていないとき
でも、以下の方法でキャプチャされたポイントの True 値を見ることができ

ます。

1. リストから希望するパラメータを選択します。

2. 希望する値を探したいポイントでグラフをクリックします。

位置は白色のマーカでマークされ、True 値はプロットの一番下に表示さ

れます。

リストから希望するパラメータを選択することで、マーカポイントを移動す
ることなく他のパラメータ値を読取ることができます。赤色のマーカはトリ
ガポイントを示します。

ヒント パラメータ名に割付けられた色は、プロットに使用される色に対
応します。
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4.10 ユーティリティ

ユーティリティ画面 ( 図 4.34) では、以下を行なうことができます。

• ドライブの時刻と日付を設定する。

• すべてのドライブコンポーネントのリビジョンレベルを表示する。

• NVRAM とドライブにある稼動中の RAM の間でパラメータを転送する。

• ドライブとこのターミナルでアクセスできるメディアにあるファイルと
の間でパラメータを転送する。

• 新しいファームウェアとモジュールのために、ドライブをダウンロード
モードにする。

図 4.34 ユーティリティ画面

4.10.1 日付および時刻の設定

現在の時刻と日付が 画面に表示されます。

以下の手順に従って、ドライブ内のクロックを変更してください。

1. 表示された時刻と日付を押します ( 図 4.34)。

図 4.35 クロックの設定
4-30 Pub.No. 7000-UM201A-JA-P - October 2013



第 4 章　ドライブ・ターミナル・アプリケーション
2. 時刻を設定するには、hours:minute:seconds フィールドをクリックして、

キーボードまたはソフトキーパッドのアイコンを使用して希望する値を
入力します。

日付を変更するには、プルダウンメニューを選択して、キーボードまた
はソフトキーパッドのアイコンを使用して新しいデータを選択します。

3. Accept を押して、ドライブの値を変更します。

4.10.2 ドライブのリビジョンレベルの表示

中央のパネルは、ドライブ内にあるモジュールすべてのツリービューと、そ
れぞれのモジュールに対応するリビジョンを示します。ツリーは、‘+’ 記号

をクリックすることで展開したり折りたたむことができます。

4.10.3 パラメータの保存およびリストア

パラメータは、ターミナルからアクセスできる内部 NVRAM または外部

ファイルのいずれかに保存され、そこから読取ることができます。

NVRAM の動作

動作は、‘NVRAM’ ボタンを押すことでドライブ内の NVRAM で実施されま

す。動作のリストは以下から選択できます。

• Init – ドライブ内のすべてのパラメータ値をそのデフォルト値に設定しま

す。

• Load – 保存されたパラメータを、ドライブの NVRAM から稼動中の

RAM に転送します。

• Save – パラメータの現在の稼動中の RAM セットを NVRAM に転送しま

す。

パラメータセットの動作

パラメータの完全なセットは、ターミナルからアクセスできるメディアに保
存およびそこから読取ることができます。動作は、‘Transfer’ ボタンを押す

ことで 2 つの動作を実施できます。

• Drive to File – ドライブからファイルにパラメータをアップロードします。

• File to Drive – 前にファイルに保存されたパラメータをドライブにダウン

ロードします。

いずれの場合も、ファイルを選択できるようにダイアログが開きます。ファ
イル拡張子は .CSF で、これはパラメータファイルを保存するための低圧ド

ライブツール ( 例：Drive Tools, Drive Explorer) で使用されているのと同じ

ファイル形式です。
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4.10.4 ドライブをダウンロードモードにする

新しいファームウェアまたは他のモジュールを PowerFlex 7000 ドライブに

ロードするには、まずダウンロードモードにする必要があります。この動作
を実行するためには、最低でも “Advanced” のアクセスレベルが必要です。

1. Download を押します ( 図 4.34)。

図 4.36 ダウンロードの確認

2. OK を押して、タスクを確認します。

動作が完了できないときは、図 4.37 のダイアログが表示され、動作がア

ボートされます。

図 4.37 ダウンロード要求が失敗

要求が成功すると、図 4.38 のメッセージが表示され、ターミナルアプリ

ケーションが閉じます。

図 4.38 ダウンロード要求が成功
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4.11 制御パネル

ターミナルは、離れた場所からドライブの動作を制御できます。これらの機
能は、ドライブドアに存在するものを模倣します。以下の機能を使用できま
す。

• Stop

• Start

• Reset

• Reverse

• Reference Setpoint

以下のドライブステータスが表示されます。

• Ready

• Running

• Faulted

• Warning

• Reverse

• Frequency Reference

制御パネルは、画面の一番下にあるステータスバーを押すことで表示されま
す ( 図 4.39)。

図 4.39 制御パネル

制御パネルは、他の画面を使用しているときでも独自のウィンドウとして開
いたままにします。パネルがアクティブなときは、ターミナルはドライブ内
の接点を保持しなければなりません。そうでないときはドライブは “NetSrvr 
FltAct”n (HMI Interface Board Fault Action) パラメータ #879 に基づいて対応し

ます。

重要 制御パネルの一番上に、ドライブ名とドライブの IP アドレスを示

します。これは、PC ハードウェアで異なるドライブに対する複

数のターミナルアプリケーションが稼動しているときに重要な情
報です。
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必要ないときは、ドライブの動作に影響を及ぼすことなく制御パネルを閉じ
ることができます。ステータスバーを押すと、ウィンドウを開いてアクティ
ブにします。

4.11.1 複数の制御ポイントの構成

複数のターミナル装置が同時にドライブを制御できるように構成できます。
これは、パラメータ 981 (NetSrvr MPntCntl) を使用して構成します。

複数の制御ポイントを可能にするには、以下の手順を行なってください。

1. 共通パネルで Search をクリックします (4-4 ページの「共通パネル」)。

2. Linear # フィールドに 981 を入力して、リストからパラメータを選択しま

す。

3. プルダウンメニューから希望する構成設定を選択します。

4. OK をクリックします。

以下の構成設定を使用できます。

• Disabled – 指定時間でドライブを制御できるのは 1 台のターミナル装置の

みです。2 番目のターミナル装置が制御しようとすると、図 4.40 のメッ

セージが表示されます。制御として ‘Cancel’ を押すことは、追加のター

ミナルには与えられません。このターミナルが制御を行なう前に、他の
ターミナル装置はその制御パネルを閉じる必要があります。

図 4.40 制御がアクティブではないことの警告

• Enabled Any – 複数のターミナル装置が同時にドライブを制御できます。

任意のデバイスがドライブとの通信を失うと、ドライブに Adapter Loss 
( アダプタ損失 ) イベントが起こります。ドライブと通信しているターミ

ナルは図 4.40 のメッセージを受取ります。再度接続してドライブを制御

するために、‘Retry’ を押します。

• Enabled All – 複数のターミナル装置がドライブを同時に制御できます。

デバイスとドライブの通信が 1 つ失われても、Adapter Loss イベントは起

こりません。接続されたデバイスすべてが通信を失ったときのみ、ドラ
イブに Adapter Loss イベントが起こります。

この機能は、ドライブファームウェア FRN 9.003 以降でのみ使用できます。

このリリース以前では、“Enabled Any” のデフォルト設定が常に使用されま

す。
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4.11.2 Adapter Loss パラメータの構成

制御バーは、定期的にドライブとアクティブに通信する必要があります。制
御パネルを閉じる前に通信がこのターミナル装置とドライブの間で遮断され
ると、ドライブに “Adapter Loss” ( アダプタ損失 ) が起こります。

ドライブが Adapter Loss で行なう動作は、アダプタの構成によって決まりま

す。ターミナルが PowerFlex 7000 HMI インターフェイスボードを介して接

続されているときは、これはパラメータ 879 (NetSrvr FltAct’n) で構成されて

います。

以下の手順に従って、Adapter Loss でのフォルト動作を構成してください。

1. 共通パネルで Search をクリックします (4-4 ページの「共通パネル」を参

照 )。

2. Linear # フィールドに 879 を入力して、リストからパラメータを選択しま

す。

3. プルダウンメニューから希望する構成設定を選択します。

4. OK をクリックします。

パラメータは以下のように構成できます。

• Fault – ドライブにフォルトが発生します。

• Stop – ドライブに停止コマンドを指令します。

• Zero Data – Reference と Command に 0 を設定します。

• Hold Last – Speed Reference と Command が、最後に知られた状態に保持さ

れます。

• Ref Cmd Loss –  Reference Command Loss パラメータで定義された動作を

実行します。

HMI インターフェスボードは、ドライブにアダプタ 6 と見なされていま

す。“Adapter6 Force Fault” が発生すると、この Adapter Loss の結果になりま

す。
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4.12 通信エラー

ターミナルアプリケーションがドライブと通信できないときは、通信エラー
ダイアログが表示されます ( 図 4.41)。エラーは、他のターミナルからドラ

イブをダウンロードモードにする、またはドライブの電源を切断後再投入す
るなどのユーザの動作の結果であることがあります。この場合に、Yes を押

すとターミナルが閉じます。

図 4.41 通信エラーの通知

通信損失が予想外であるときは、Ethernet コネクションの結果であったり、

回復できることがあります。‘No’ を押すと、再度接続する機会を提供する

図 4.42 のメッセージが表示されます。

図 4.42 通信エラーの動作

再度接続するには ‘Retry’ ボタンを押すか、そうでないときは ‘Cancel’ を押

します。ドライブに新しいファームウェアをロードすることで通信損失が起
こったときは、‘Cancel’ を押す必要があります。接続が成功すると、ターミ

ナルアプリケーションが機能し続けますが、失敗するとこのメッセージが再
度表示されます。

ドライブに再度接続できず ‘Cancel’ を押したときに、図 4.43 のメッセージ

が表示されます。いずれかのボタンを押して、ターミナルアプリケーション
を閉じてください。

図 4.43 致命的な通信エラー
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分析のために製品サポートの要求に応じて、エラーレポートを生成できま
す。レポートは “Terminal2009Dump.txt” と呼ばれており、‘Base Directory’ に
あります。

4.12.1 プログラムを開くことができない

デバイスは複数のターミナルセッションを実行できますが、それは異なるド
ライブにあるときのみです。同じドライブで複数のセッションを実行しよう
とすると、エラーメッセージが表示されます ( 図 4.44)。

図 4.44 プログラムを開くことができない

これが起こって他のターミナルセッションが明らかではないときは、最も可
能性の高い原因として、未知のエラー状態であるために前のセッションが適
切に閉じていないことがあげられます。

コンピュータでタスクマネージャは、図 4.45 に示すように発生をチェック

するために使用できます。“Terminal2009.exe” という名前のアプリケーショ

ンを探して、‘End Process’ を選択します。

図 4.45 タスクマネージャ
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Notes:
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Windows Explorer

5.1 概要

ここでは、Windows ベースの PC で使用できる Windows Explorer™ の使用を

説明します。ただし、他の FTP クライアントも同じように使用できます。

5.2 この章の目的

この章は、HMI インターフェイスボードが PC/ ターミナルと PowerFlex 7000
高圧ドライブとの間でファイルを転送する方法を説明します。この章では、
以下の方法について説明します。

• ドライブから直接ファイルをコピーおよび開く。

• Windows Explorer を使用してドライブにアクセスする。

5.3 Windows Explorer のチュートリアル

ここでは、HMI インターフェイス・ボード・モジュール付きで Windows 
Explorer を使用する能力を説明します。

以下の手順に従って、Windows Explorer を開いてください。

1. Windows で Start ボタンを右クリックします。

2. Open Windows Explorer をクリックします。

3. アドレスバーに ftp://ip.ip.ip.ip を入力します。この場合、ip.ip.ip.ip は、

HMI インターフェイス・ボード・モジュールの IP アドレスです。

また、Windows Explorer は Forge Shell アプリケーション内のメニューか

ら起動することもできます (3-2 ページの「ドライブメニュー」を参照 )。

ルートディレクトリ ( 図 5.1) に、PowerFlex HMI インターフェイスボードの

ファームウェアのリビジョンレベルが表示されます。この例では、1.008D
です。

また、3 つのサブディレクトリもあります。

• Local – System で使用するためのみ

• Drive – ドライブから使用できるファイル

• Card –  SD カードに保存されたファイル
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図 5.1 ルートディレクトリ

ディレクトリとファイルは、PC/ ターミナルのハードドライブに入っている

ファイルで行なうのと同じように、個別にまたは完全なディレクトリのいず
れかとして開いたりコピーすることができます。オペレーティングシステム
はデフォルトプログラムを使用してファイルを開きます。

5.3.1 Drive ディレクトリ

Drive ディレクトリには、生成およびドライブから読取ることができるドラ

イブ構成とレポートについての情報が入っています。ディレクトリには、図
5.2 に示すように 2 つのサブディレクトリがあります。

図 5.2 Drive ディレクトリ

Config サブディレクトリ

Configuration サブディレクトリは、ドライブモジュールに関する情報を表示

します ( 図 5.3)。

図 5.3 Drive Config ディレクトリ

この例では、

• FRN 9.002J は、ドライブのファームウェアです。

• French.ffw は、フランス語のデータベースです。

• parameters.csf ファルには、ドライブパラメータのコピーが入っています。

• dim.bin ファイルは将来使用するためのもので、アクティブではありませ

ん。

例 デフォルトでは、.TXT ファイルは ASCII ビューワまたはエディタ

によって開くことができます。PC がこのファイルタイプが Excel
プログラムに対応していることを分かっていて、PC に Excel が
インストールされている場合に、.CSV ファイルは Excel™ によっ

て開くことができます。
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ドライブパラメータのコピーまたはリストア

parameters.csf ファイルには、ドライブパラメータのコピーが入っています。

このパラメータセットを保存するには、以下を行なってください。

• このファイルをコピーして、希望の位置に保存します。

パラメータセットをリストアするには、以下を行なってください。

• 前に保存された .CSF ファイルをこのディレクトリにコピーする。

.CSF ファイルは、Drive Explorer, Drive Tools , および PowerFlex ファミ

リーのドライブに関連する他のロックウェル / オートメーションのツー

ルで使用されているのと同じ形式です。

Reports ディレクトリ

Reports サブディレクトリは、さらに 2 つのサブディレクトリに分けられま

す ( 図 5.4)。

• PRINTOUT サブディレクトリには、ドライブの標準プリンタで使用でき

る形式にフォーマットされたレポートすべてが入っています。これらの
レポートは、単純な ASCII テキストファイルです。

• DATA サブディレクトリには、Excel などのプログラムでスプレッドシー

トとして直接開くことができる CSV ( カンマ区切り変数 ) 形式でフォー

マットされたレポートが入っています。

これらのレポートのすべては、要求時にドライブによって生成されます。例
えば、ドライブ変数のレポートをコピーしてから、同じレポートの 2 番目の

コピーを作成すると、2 つのサポートの内容が異なることがあります。これ

は、コピーが作成されたときにレポートが生成され、2 つの要求で値が変

わっている可能性があるためです。

図 5.4 Reports ディレクトリ

5.3.2 Card ディレクトリ

CARD ディレクトリは、SD カードの内容を表示します。DOWNLOAD サブ

ディレクトリを例外として、カード全体がリード専用です。

ユーザが直接アクセスできる唯一のディレクトリは、‘Manuals’ ディレクト

リです。このディレクトリ内に、ユーザドライブに関連する .PDF ファイル

が入れられます。

ヒント 新しいファームウェアと言語モジュールは、.FFW ファイルをこ

のディレクトリに「コピー & 貼り付け」または「ドラッグ & ド

ロップ」操作を行なうだけで、ドライブに追加できます。ドライ
ブが前にダウンロードモードになっていないときは、ファイルは
書込み保護されて表示され、同様に「コピー & 貼り付け」または

「ドラッグ & ドロップ」は機能しません。
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5.4 構成に関するヒント

Windows Explorer の構成には多くの方法を使用できるため、ここではよく知

られている設定要件と Windows Explorer を使用する際の問題点について説明

します。

• FTP クライアントは、PORT モードコネクションを使用する必要があり

ます。

• FTP Folder View を有効にします。

このオプションは Internet Explorer オプションを開くことで有効になり、

Advanced タブを選択して、オプションがチェックされていることを確認

します。

• Windows Explorer は、ファイルにアクセスするときに NetBurner モジュー

ルに対する 2 つのコネクションを開きます。動作が完了すると、いずれ

かのコネクションを返します。すべてのコネクションを回復するには、
Windows Explorer のすべてのインスタンスを閉じる必要があります。他

に不適切な方法で動作する FTP クライアントは見つかっていません。

NetBurner での同時セッションの合計数は 5 で、その一部が返されるまで

は追加のコネクションは行なわれません。

通常、コネクションの枯渇はファイルを開くことができなかった、ペー
ジが表示されなかった、またはユーザログインとパスワードを求める、
エラーメッセージとして表示されます。

• FTP 転送は匿名です。求められてもパスワードを入力しないでください。

• キャッシュされたインターネットファイルは、他の方法でレポートの
データ変更のとき自動的にリフレッシュ ( 更新 ) されることはありませ

ん。アクセスするたびにリフレッシュする必要があります。Internet 
Explorer 8 で、Tools → Internet Option → Browsing History → Settings を順

番に選択します。“Check for Newer Version of Stored Pages”: “Everytime I 
visit the Webpage” を選択します。

• ファイルとプログラムの転送で問題が起こったときは、Ethernet アダプ

タのネットワーク設定が適切に構成されていることを確認します。考慮
すべき項目は、“Flow Control” と “Speed & Duplex” が “Auto” に設定でき

るかです。
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システム更新

6.1 概要

HMI インターフェイスボードは、ネットワーク上で更新できます。これを

行なうと、特定のファイルおよびディレクトリのみ書込むことができます。

これらの更新は、Microsoft Windows Explorer などの FTP クライアント、ま

たはロックウェル・オートメーションから提供されるユーティリティのいず
れかを使用して行なわれます。

6.2 この章の目的

この章は、HMI インターフェイスボードが PowerFlex 7000 高圧ドライブの

ファイルとファームウェアを更新する方法を説明します。この章では、以下
の方法について説明します。

• Microsoft Windows Explorer™ などの FTP クライアントを使用するドライ

ブファームウェアと言語モジュールを更新します。

• 更新プロセスに役立ち、FTP クライアントを使用するのに優れたユー

ティリティを使用して、SD カードを含むドライブシステム全体を更新し

ます。

6.3 FTP クライアントを使用するファームウェアの更新

6.3.1 ドライブファームウェア

FTP クライアントは、ドライブファームウェアまたはドライブ言語モジュー

ルに使用されている .FFW ファイルを HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュール内の ‘/Drive/Config’ ディレクトリにコピーすることでドライブ

ファームウェアを更新します (5-2 ページの「Drive ディレクトリ」を参照 )。

.FFW ファイルは、ドライブがダウンロードモードのときにのみドライブに

コピーできます (4-32 ページの「ドライブをダウンロードモードにする」を

参照 )。

.FFW ファイルをドライブの構成ディレクトリにコピーすると、ドライブは

自動的にリセットされます。追加モジュールをダウンロードするには、ドラ
イブを再度ダウンロードモードにする必要があります。

FTP クライアントを使用してファームウェア更新を実行する前

に、必要となる背景の情報を説明するこのセクションをお読みく
ださい。
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6.4 Forge Package Updater

Package Updater ユーティリティはドライブを更新するプログラムで、

Windows と Windows CE の両方のプラットフォームで動作します。これは、

ロックウェル・オートメーションから提供されます。

これは個別の .PKG ファイルとして提供することも、またはこのユーティリ

ティ内に埋め込むこともできます。

図 6.1 Package Updater

HMI インターフェイスボードの更新

1. Package Updater ユーティリティを開きます ( 図 6.1)。

3-2 ページの「ドライブメニュー」の Windows Explorer セクションを参照

してください。

2. フィールドにドライブの IP アドレスを入力して、Select を押して検出さ

れたドライブのリストから選択します。

選択できたら、入力された IP アドレスを確認するためにドライブの名前

( 構成されている場合 ) が表示されます。外部ファイルを使用していると

きは、Browse を押してから 適切なファイルを選択します。

ドライブの希望する IP アドレスを選択したか入力できたら、ドライブをダ

ウンロードモードにしなければなりません。
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3. Internal をクリックしてから、Update をクリックします。

4. Yes をクリックして、希望するアクセスレベルに対応する PIN 値を入力

します。

5. キーボードで [Enter] キーを押します。

棒グラフは、HMI インターフェイスボードへのファイル転送の進捗状況

を示します。Update ボタンの下にあるステータスウィンドウは、更新の

進捗状況に関する情報を示します。

Package 全体をダウンロードできたら、HMI インターフェイスボードは

内容の妥当性確認プロセスを実行します。

ヒント ファームウェアダウンロードに必要な PIN コードは、オペレータ

インターフェイスに使用されているのと同じ PIN コードです。変

更するまでは、デフォルトでは Advanced PIN は 0 です。誤った

PIN を入力したら、更新プロセスを再起動する必要があります。
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ステータス文字列は、プロセスの各ステップについての情報を示します。

• Validating each file ( 各ファイルを検証 )

• Extracting each file ( 各ファイルを抽出 )

• Completion status ( 完了ステータス )

いずれかの内容が妥当性確認に失敗したか、または含まれている .FFW
ファイルを受入れるためにドライブがダウンロードモードになっていな
いときは、プロセス全体がアボートされます。

6. Update を押します。

ヒント いずれかの選択されたオプションのパッケージの内容は、
Package を押すことでプレビューできます。

Package ダイアログ ( 図 6.2) に、HMI インターフェイス・ボー

ド・モジュールで作成または更新される SD カードの内容を表示

します。また、指定されている場合はドライブファームウェアと
HMI インターフェイスボードのファームウェアはパッケージにも

含まれます。この例では、HMI インターフェイスボードのファー

ムウェアは更新されますが、ドライブファームウェアの内容は更
新されません。

図 6.2 Package Viewer
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PanelView Plus 6 ターミナル

7.1 概要

PowerFlex 7000 高圧ドライブの標準ローカルとリモート・ターミナル・オプ

ションは、ロックウェル・オートメーションの PanelView Plus 6 ターミナル

です。

このターミナルは、Windows CE6 オペレーティングシステムを利用してい

ます。

7.2 この章の目的

この章は、HMI インターフェイスボードのある PanelView Plus 6 ターミナル

を構成して使用する方法を説明します。この章では、以下の方法について説
明します。

• 交換ターミナルの構成

• オフライン記憶装置の使用

• CE 用に設計された File Client の使用

既存のターミナルを新しい PanelView Plus に置き換えたときは、ユーザは

HMI インターフェイスボードと機能するようにターミナルを構成する必要

があります。

PanelView Plus のユーザーズマニュアルは、『PanelView Plus 6 HMI ターミナ

ル　ユーザーズマニュアル』(Pub.No. 2711P-UM006) です。

重要 PowerFlex 7000 高圧ドライブにすでに PanelView Plus ターミナ

ルが含まれているときは、ここで説明するセットアップはすでに
完了しています。

重要 CE オペレーティングシステムは、限定されたリソースのシステ

ム用に設計されています。PC 用のオペレーティングシステムの

フル機能はありません。

HMI インターフェイスボードの能力とアプリケーションのすべて

を、CE オペレーティングシステムで使用できるわけではありま

せん。
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7.2.1 デスクトップへのアクセス

すべてのターミナルには、最初は無効にされたデスクトップアクセスが付属
しています。ターミナルを PowerFlex 7000 高圧ドライブと使用するには、

デスクトップにアクセスできなければなりません。

以下の手順に従って、デスクトップにアクセスしてください。

1. ‘Terminal Settings’ – F4 を選択します。

2. ‘Desktop Access Setup’ を選択して、[Enter] キーを押します。

3. ‘Desktop Access’ – F2 に ‘Allow’ を設定します。

必要となるデフォルトのパスワードは、“password” です ( 大文字と小文

字を区別する )。

デフォルトの課題である質問 “What is the opposite of lock? ( ロックのは反

対は何ですか )” の答えは、“unlock” です ( 大文字と小文字を区別する )。

4. デスクトップアクセスを ‘allow’ に設定したら、OK → Close → Exit to 
access the Windows CE Desktop を順番に選択します。

7.2.2 ネットワーク接続

IP アドレスを割付けるために DHCP サーバがあるネットワークにターミナ

ルが接続されているときは、このネットワーク構成は必要ありません。そう
でないときは、静的な IP アドレスをターミナルに割付ける必要があります。

ネットワークアドレスを DHCP サーバから取得するように構成されたター

ミナルは、DHCP サーバを見つからないときは、最終的にデフォルトで

169.254.xxx.xxx アドレスのブロック内のアドレスになります。プロセスは、

相当の期間 ( 最大 2 分 ) をとるができます。詳細は、1-3 ページの「Quick 
Start アプリケーション」を参照してください。

以下の手順に従って、デスクトップからターミナルの IP アドレスを変更し

てください。

1. Start → Settings → Control Panel を順番に選択します。

2. “Network and Dialup Connections” をクリックします ( 図 7.1)。

図 7.1 Connections ウィンドウ
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3. PCI-KS88411 をクリックします ( 名前は異なる可能性があることに注意

してください )。

静的な IP アドレスを使用する必要があるときは、ラジオボタン Specify 
an IP Address を設定します ( 図 7.2)。

図 7.2 IP アドレス設定

使用する特定の IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトのゲー

トウェイは、ネットワークによって異なります。ネットワーク管理者にお問
い合わせください。

図 7.2 に示す構成では、ターミナルは、DHCP サーバが関与しない HMI イ
ンターフェイスボードに直接接続された場合の PowerFlex 7000 高圧ドライ

ブのために機能します。

7.2.3 HMI インターフェイスボードからのターミナルパッチ

の取得

PanelView Plus 6 ターミナルでは、カラーの押しボタンと中国語を適切に表

示するためにはパッチが必要です。このパッチは、PowerFlex 7000 高圧ドラ

イブの HMI インターフェイスボードで使用できます。

以下の手順に従って、パッチを入手してください。

1. Internet Explorer のインスタンスを開きます (5-1 ページの「Windows 
Explorer のチュートリアル」を参照 )。

2. アドレスバーに、“http://<ip_address>” を入力します。この場合、

<ip_address> は HMI インターフェイス・ボード・モジュールの IP アドレ

スです。

DHCP サーバのないネットワークで、モジュールが静的な IP アドレスで

構成されていない場合は、HMI インターフェイスボードの IP アドレスは

169.254.0.10 です。Web ページは図 7.3 のように表示されます。

3. リストから Patch PV CE6 を選択します。
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図 7.3 HMI インターフェイスボードの Web ページ

4. その現在の位置から Run this Program を選択して、OK を押します。

ダウンロード後に、プログラム “Patch PanelView Terminal OS Utility” が表

示されます。

5. OK を押します。

6. プログラムが完了したら、Close を押します。

これで、ターミナルは PowerFlex 7000 高圧ドライブと使用できるようにな

りました。

7.3 外部記憶装置

すべての PanelView Plus 6 ターミナルには、外部記憶装置のために SD カー

ドスロットと 2 つの USB ホストポートがあります。

• SD カードスロットは、Cat.No. 1784-SDxカードをサポート

• USB ホストポートは、USB フラッシュドライブをサポート

SD カードと USB フラッシュドライブの両方は、ターミナルの電源が投入さ

れ、稼動中でもロードおよびアンロードできるホットスワップ可能です。

7.3.1 ドライブボリュームの名前の指定

• SD カードのボリューム名は、Storage Card xです。

• USB フラッシュドライブのボリュームには、USB Storage xという名前が

付けられています。

詳細は、Pub.No. 2711-UM006 を参照してください。
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7.4 ファイル転送クライアント

FTP クライアントは CE ターミナルで使用するために特別に書込まれ、

PowerFlex 7000 高圧ドライブの HMI インターフェイスボードから取得され

ます。

FTP クライアントを使用するファイルまたはディレクトリの転送

1. Forge Shell ツールボックスから適切なアプリケーションを選択します

(3-2 ページの「ドライブメニュー」を参照 )。

左の領域はターミナルの記憶装置のディレクトリ構造で、右の領域はド
ライブのディレクトリ構造です。

2. 希望するツリー構造でソースを選択します。

3. Source ボタンを押します。

4. 反対側の領域で宛先を選択します。

5. Destination ボタンを押します。

6. ソースと宛先が選択されたら、Transfer ボタンを押します。

図 7.4 FTP クライアント
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Notes:
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付録 A

ハードウェア

A.1 はじめに

HMI インターフェイス・ボード・モジュール ( 図 A.1) は、互いに組み合わ

された 2 つの基板から構成されています。ベースボードは PFNI (PowerFlex
ネットワーク・インターフェイス・ボード ) です。これには、プロセッサモ

ジュール (NetBurner) に接続するソケットが含まれています。このアセンブ

リは、まとめて HMI インターフェイスボードと呼ばれています。HMI イン

ターフェイスボード ( パート番号 80190-780-01-R) は、DPM ( ドライブ・プ

ロセッサ・モ ジュール ) に接続して、ドライブ制御プラットフォームの一

部になります。

図 A.1 HMI インターフェイス・ボード・モジュール

A.1.1 DIP スイッチ設定

PFNI ボードにある DIP スイッチ (SW2) は、以下の機能を実行します。

スイッチ 1: スワップポート

ポート 0 は、標準の USART ポートまたは USB ポートのいずれかとして J3
で使用できる診断ポートです。このスイッチがオフのときは、診断ポートは
J3 接続にあります。J3 接続は、開発および診断テストのためにのみ使用さ

れます。ポート 1 は、( 将来使用するために ) シリアルポートがない PC 用

の DPM の J4 データポートの機能を置き換えるポートです。

ロックウェル・オートメーションによって指示されない限り、このスイッチ
は常にデフォルトの位置になります。

オン ポート 0 は USB にある。

オフ ポート 1 は USB にある。

デフォルト オフ
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スイッチ 2: 内部 DIM

PFNI には、DIM と外部 DIM 用のソケットが組み込まれています。外部

DIM が差し込まれているときは、このスイッチ設定に関係なく常にアク

ティブになります。内部 DIM を使用しているときは、このスイッチはまれ

に無効にする必要があります。使用する DIM ( 内部または外部 ) がないとき

は、‘DIM’ のマークとして RED LED D1 が点灯します。

スイッチ 3: HMI インターフェイスボード

外部フラッシュプログラマの PFNI ボードを配置して、内部 DIM を焼き付

けるには、HMI インターフェイス・ボード・モジュールを無効にする必要

があります。プログラミングのために、このスイッチをオン位置にしてくだ
さい。完了したら、スイッチをオフ位置に戻してください。

A.1.2 ステータス LED

PFNI ボードには、D1 ～ D5 のラベルが付けられた 5 つの LED があります。

D1 は赤色の LED のみで、残りの LED は赤色または緑色のいずれかです。

A.1.3 Ethernet ポート

Ethernet 用の標準 RJ45 コネクタです。ポートは 100Mbps, 全二重に構成され

ます。接続には標準 Cat5 Ethernet ケーブルを使用します。

オン 内部 DIM 無効

オフ 内部 DIM 有効

デフォルト オフ

オン HMI インターフェイスボードが無効

オン NetServer が有効

デフォルト オフ

D1 – DIM Disabled
赤色のときは、DIM は無効になっている。無効のときは、
工場出荷時のデフォルトは有効ではなく、NVRAM イメー
ジは DIM に全くバックアップされない。

D2 – FTP Activity ファイル転送プロトコルがアクティブ

D3 – DFTP Activity ドライブファイル転送プロトコル。ファイルはアクティブ
にドライブ DPM ボードに転送されている。

D4 – Ethernet/IP Activity Ethernet/IP ポートを介してドライブに対して通信が行なわ
れているときは、この LED は緑色に点滅する。

D5 – FTP Connections 
Available

最初の電源投入時に、LED は消灯する。最初の FTP コネ
クションを行なった後に、LED は残りのコネクション数を
カウントするためにパルス出力する。FTP または
Ethernet/IP コネクションのいずれかを行なおうとしたとき
に有効なコネクションがない場合は、枯渇タイプの少なく
とも 1 つのコネクションが返されるまで LED は赤色に点
滅する。
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A.1.4 DIM ( ドライブ識別モジュール ) ソケット

HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、DPM にある既存の DIM
ソケットを使用して DPM に差し込みます。既存の外部 DIM に対応するた

めに、DIM を PFNI ボードにあるソケットに再度挿入できます。

A.1.5 ハードウェアのリセットボタン

PFNI ボードにあるリセット押しボタン (SW1) は、HMI インターフェイス・

ボード・モジュールを再起動します。このスイッチによってドライブ制御内
で直接動作が起こることはありません。現在アクティブなドライブとの通信
は、このボタンを押すことで切断されます。

A.1.6 USB ポート

HMI インターフェイス・ボード・モジュールにある USB ポートは、DPM
の RS232 データポートの機能を置き換えるために使用されます ( 現在は使

用できない )。ほとんどの PC とラップトップは、シリアルポートをサポー

トしていません。これらのデバイスでは、かわりに USB ポートを使用でき

ます。標準タイプの A-B ケーブルが必要です。

ポートの機能は、DIP スイッチ (SW2) によって変更できます (A-1 ページの

「DIP スイッチ設定」を参照 )。

USB ポート用の Windows XP と Windows 7 ドライバは、以下の web サイト

にあります： 
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

A.1.7 SD カードソケット

このソケットには SD カードがあり、HMI インターフェイスボードを介して

使用しているほとんどのファイルを保存するために使用します。

SD カードには書込みプロテクトタブがあります。タブが上部位置にあると

きは ( カードの左にあるタブ )、カードに書込むことができます。ドライブ

のネットワークを介した更新に対して保護したいときは、このタブは下部位
置に設定できます。下部位置は書込みプロテクト位置で、カード内の内容は
修正できません。

重要 このカードは、通常は外してはなりません。カードを外すと、
HMI インターフェイスボードの機能が減少します。

上部位置 カードを書込みのために開く。

下部位置 カードは書込み保護されている。
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付録 A　ハードウェア
A.2 ネットワークプロトコル

HMI インターフェイス・ボード・モジュールは、Ethernet デバイスです。

ネットワークは、特定のポートが HMI インターフェイスボードと情報をや

り取りする PC またはターミナルにアクセスできるようにしなければなりま

せん。

ここでは、HMI インターフェイスボードで使用される Ethernet プロトコル

とポートを説明します。

A.2.1 TCP ポート 20 & 21

FTP ( ファイル転送プロトコル ) は、Microsoft Windows Explorer などのツー

ルを使用できるようにする、PC/ ターミナルと HMI インターフェイス・

ボード・モジュールの間のメインファイル転送メカニズムを実行します。

A.2.2 TCP ポート 80

HTTP ( ハイパーテキスト転送プロトコル ) は、HMI インターフェイスボー

ドから取得される Web ページと実行可能なモジュールによる手段です。こ

れによって、Microsoft Internet Explorer™ などの標準ブラウザを使用できま

す。

A.2.3 TCP ポート 44818

Ethernet/IP ポートは、PowerFlex 7000 ドライブと情報をやり取りするために

さまざまなツールに使用されます。HMI インターフェイスボードには、

PCCC パケット内に埋め込まれた DPI プロトコルのみをサポートする

Ethernet/IP プロトコルのサブネットのみがあります。

A.2.4 UDP ポート 20034

このポートは、NetBurner ポートに指定されています。ネットワーク上で

HMI インターフェイス・ボード・モジュールを見つけて、モジュールを構

成するための「発見」プロセスのために必要です。

A.2.5 UDP ポート 514

この SysLog ポートは、SD カードに新しい情報で更新しているときに HMI
インターフェイス・ボード・モジュールからのステータスを提供します。

重要 ネットワークのセキュリティは、デバイスのアプリケーションで
ネットワークを保守する IT 部門の責任です。HMI インターフェイ

スボードは、ファイアウォール保護の形式を提供しません。ガイ
ダンスについては、Pub.No. ENET-TD001 および Pub.No. 
ENET-RM002 を参照してください。
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用語集

DHCP ( 動的なホスト構成

プロトコル )
DHCP サーバは、デバイスが動的なアドレス指定に構成されているときは、

ネットワーク上にあるデバイスに IP アドレスを自動的に割付けます。この

方法ではデバイスを簡単にセットアップできますが、割付けられたアドレス
は分かりにくく、変更に時間がかかります。このため、HMI インターフェ

イス・ボード・モジュールには静的な IP アドレス指定を使用し、それに

よってモジュールに IP アドレスを恒久的に割付けることをお奨めします。

DIM ( ドライブ識別

モジュール )
このモジュールには、パラメータの工場出荷時のデフォルト値が含まれてい
ます。工場出荷時のデフォルトは、製造時に特定のドライブ注文のためにカ
スタマイズされています。DIM には、ドライブの NVRAM に保存されるパ

ラメータのミラーイメージが含まれています。NVRAM が破損していること

が検出されたときは、このミラーイメージは NVRAM にリストされます。

また、保存された NVRAM 情報を、他のドライブまたは新しいコントロー

ルボードに物理的に移動することもできます。

DPM ( ドライブ・プロセッ

サ・モジュール )
ドライブのメイン・コントロール・ボード。このボードは、プロセッサ、メ
モリ、およびインテリジェント周辺機器すべてを含んでいます。

MAC ( メディアアクセス

制御 )
Ethernet デバイスごとに、ネットワーク上で識別するための固有の ID ( 例：

アドレス ) があります。この ID は、HMI インターフェイス・ボード・モ

ジュールの白色のバーコードから読取られます。HMI インターフェイス

ボードが IP アドレスで構成されているときにのみ必要です。

SD ( セキュアデジタル )
カード

このメモリカードは HM インターフェイス・ボード・モジュール内にあり、

HMI インターフェイス・ボード・モジュールに提供されるほとんどのファ

イルを保存します。

コンボボックス コンボボックスは、現在の選択についての情報と、使用可能な選択のドロッ
プダウンリストの両方を表示します。ユーザは、大量のオプションからピッ
クアップできます。

静的な IP アドレス デバイスに手動で割付けられたアドレス。この IP アドレスは、デバイスの

電源を切断後に再投入しても決して変更できません。

ダイアログ オペレータが操作できるように、ポップアップされるウィンドウ。ダイアロ
グが開いているときは、現在のダイアログを完了するか閉じるまで、ターミ
ナルで他の動作は何も実行できません。

動的な IP アドレス DHCP サーバによって割付けられたアドレス。このアドレスは、デバイスを

電源切断後に再投入するたびに変更することができます。

ベースディレクトリ デフォルトでは、.XML ファイルが保存されているディレクトリです。アプ

リケーションがリモートデバイスから起動されたときは、“Temporary 
Internet Files” という名前のディレクトリがローカルターミナルに作成されま

す。このディレクトリ内には、リモートデバイスの IP アドレスに従って名

前が付けられたサブディレクトリがあります。IP アドレスに対応するこの

サブディレクトリが、ベースディレクトリです。アプリケーションがローカ
ルに起動されたときは、ベースディレクトリはアプリケーションが存在する
ディレクトリのことです。

ラジオボタン オプションのグループから 1 つの排他的なオプションだけを選択できるユー

ザ・インターフェイス・コンポーネント
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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://www.rockwellautomation.com/support 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 機能を探すことができます。

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://www.rockwellautomation.com/support/ をご覧ください。

設置支援

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。

高圧製品の連絡先：135 Dundas Street, Cambridge, ON, N1R 5X1 Canada, Tel: (1) 519.740.4100, Fax: (1) 519.623.8930

オンライン：www.ab.com/mvb

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, および TechConnect 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。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ
以外

弊社の Web サイト：http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html の
Worldwide Locator にアクセスするか、また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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