
警　　告�

モータモジュールをご使用いただくときの
PZ4000のファームウエアバージョンについて
このたびはモータモジュール(253771)をご購入いただき，誠にありがとうございます。本モジュールをPZ4000で使用
するうえで，ご確認いただくことがありますので，以下の説明をご一読ください。

本モジュールをPZ4000でご使用いただくためには，PZ4000本体のファームウエア(ROMバージョン)がVersion2.01
以降である必要があります。

●今回，本モジュールと併せて新規にご購入になったPZ4000の本体に装着してご使用になる場合は，すでにファーム
ウエアがVersion2.01以降になっておりますので，そのままご使用になれます。以下のご確認は不要です。

●お手持ちの本体が以前にご購入になったPZ4000の場合，以下の手順でファームウエアのバージョンをご確認くださ
い。
1. MISCキーを押します。
2. [Information]のソフトキーを押すと，インフォメーションウインドウが表示されます。
3. インフォメーションウインドウ左上のVersion欄の数字がファームウエアのバージョン番号です。

ご確認されたバージョンが2.01より前のものである場合，本モジュールをご使用いただくためには，バージョンアッ
プキットをご購入いただき，PZ4000本体のファームウエアのバージョンアップをしていただく必要があります。お
手数ですが，最寄りの当社支社・支店・営業所までお問い合わせください。
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警　　告�

The Firmware Version of the PZ4000
for Using the Motor Module
Thank you for purchasing the Motor Module (253771) for the PZ4000.  Before starting to use the module, please check

the version number of the PZ4000.  The details are described below.

To use the Motor Module, the system software on the PZ4000 must have a version number of 2.01 or later.
Otherwise, the Motor module will not be recognized when it is inserted.

• If you had purchased the PZ4000 along with the Motor modules, then you do not have to check the
version number.  The version number on these instruments is already Version 2.01 or later.

• If the instrument is a PZ4000 that had been purchased in the past, then please check the system software
version according to the following procedure.

1. Press the MISC key.

2. Press the “Information” soft key to display the information window.
3. You can find the version number of system software at the left upper column of the information window.

If the version number is before 2.01, you will need to purchase the upgrade kit and upgrade the firmware in order to
use this module.  For information and ordering, please contact your nearest YOKOGAWA dealer.
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