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DIQ/S 282 アップデート手順

（測定画面）
mg/l 25.4℃

アップデート用のファイルが入力されているUSBメモリーを用意します。 O2 16221233

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。 設定

<pq>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。 言語/Language

USBメモリへのデータ転送

アクセス制限

測定値記録

センサー一覧編集

出力一覧編集

センサー設定

出力及びリンク先設定

Settings interface devices

アラーム設定

システム設定

サービス

<pq>キーで『Software update DIQ/S282(this device)』 サービス

を選択し、<OK>キーを押します。 全接続機器

全メッセージを確認

設定初期化

Enter command coda

Change sensor no.

Tools

Software update DIQ/S282(this device)

　 Software update components

手順1で用意したUSBメモリを本体に接続します。

4.4
手順　1.

手順　2.

手順　3.

手順　4.
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<pq>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。 Software Update

No valid measured values are available during the 

software update,

If the measured values provided by the IQ Sensor

Net are used for control purposes,the connected 

control systems must be put into a secure 

condition.

 Are the connected systems in asecure condition?

　 はい

いいえ

<pqtu>キーで『OK』を選択し、<OK>キーを押します。 Software update DIQ/S282

   Current version / Aktuelle Version:             X.XX

   Version on stick/Version of Stick:               X.XX

carry out software update for this device?

Solt Softwareupdate fur dieses Great ausgefuhrt

 werden?

OK Cancel

アップデートが完了します。 Software update DIQ/S282

USBメモリを抜くと、自動的に電源が切れ、再起動します。
   Update done,

   Please remove USB stick,

〈接続している機器やセンサーのアップデートも行う場合〉　※機器及びセンサーのアップデートファイルが入力されているUSBメモリが必要です。

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。 設定

<pq>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。 言語/Language

USBメモリへのデータ転送

アクセス制限

測定値記録

センサー一覧編集

出力一覧編集

センサー設定

出力及びリンク先設定

Settings interface devices

アラーム設定

システム設定

サービス

<pq>キーで『Software update components』を選択し、 サービス

<OK>キーを押します。 全接続機器

全メッセージを確認

設定初期化

Enter command coda

Change sensor no.

Tools

Software update DIQ/S282(this device)

Software update components

手順　8.

手順　9.

手順　7.

手順　6.

手順　5.
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<pq>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。 Software Update

No valid measured values are available during the 

software update,

If the measured values provided by the IQ Sensor

Net are used for control purposes,the connected 

control systems must be put into a secure 

condition.

 Are the connected systems in asecure condition?

はい

 いいえ

<pq>キーで『English』を選択し、<OK>キーを押します。  IQ Sensor Net Software Update

Language

Deutsch

English

<pq>キーで『Japanese/日本語(JPN)English』を選択し、 Select a language for the instruments

<OK>キーを押します。 The update installs on the instrument a software

version that includes at least the selected language.

Japanese/日本語(JPN)

アップデートするものを<pq>キーで選択し、<OK>キーを押し       Version→ Status

ます。 FOD XXX      X.XX X.XX

Ammolyt XXX      X.XX X.XX

Key Up/Down  -Select device

Key OK           -Select/unselect for update 

Key S              -Start update process

Key M             -Search more devices

Key ESC         -Quit

選択したものは『Status』が『SERECT』と表示されます。       Version→ Status

FOD XXX      X.XX X.XX SELECT

Ammolyt XXX      X.XX X.XX

Key Up/Down  -Select device

Key OK           -Select/unselect for update 

Key S              -Start update process

Key M             -Search more devices

Key ESC         -Quit

手順　10.

手順　11.

手順　12.

手順　13.

Device   Serial no.
手順　14.

Device   Serial no.
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<S>キーを押し、アップデートを開始します。       Version→ Status

『Status』が『DONE』と表示されると、アップデートが完了です。 FOD XXX      X.XX X.XX SELECT

<ESC>キーを押し測定画面に戻ります。 Ammolyt XXX      X.XX X.XX DONE

Key Up/Down  -Select device

Key OK           -Select/unselect for update 

Key S              -Start update process

Key M             -Search more devices

Key ESC         -Quit

Device   Serial no.
手順　15.
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