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MEMO_MINUTES
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Contact: tech.support@malighting.com

USB によるによるによるによる grandMA2 ののののアップデートアップデートアップデートアップデート

このドキュメントでは、 grandMA2 卓、 Replay Unit あるいは NPU(Networking Process Unit)のア

ップデートについて説明しています。

アップデート処理にかかわる際は、卓のパネル上にあるキーは用いないでください。 USB スティ

ックから起動した場合、それらのキーは働きません。このマニュアルでコマンドキー‘ Please ’を

押すよう指示されている場合、卓のパネルにあるキーではなく、内蔵キーボードの‘ Please ’か

外部キーボードの‘ Enter ’キーのみを使ってください。

grandMA 互換モードあるいは grandMA2 モードで起動すればすぐに、卓パネルの‘ Please ’が普

通に使えるようになります。

注意注意注意注意 : フル・インストールでは、 grandMA2 のハードディスクが完全にフォーマットされ空になりま

す。完了したショーファイルや他ユーザが作成したデータを保存するために、 FTP アクセスによ

って、すでに完了しているショーファイルをコピーしておいてください。

標準アップデートだけを行う場合は、データ・セクションは削除されません。
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USBスティックスティックスティックスティックのののの準備準備準備準備

少なくとも 2GB の容量を持つ USB デバイスを推奨します(例 : CORSAIR)。

Windows XP または Vista OS で、 2 つのファイルをダウンロードする必要があります。アップデ

ートに関係しているのは、‘ StickMaker-x.x.x.x.exe ’および卓イメージファイル‘ gMA2Console_

[[[[x][][][][x.x]]]]_vxxxx.imgz ’です。アップデートには、最新版を用いてください。

最初に、 PC に StickMAker のプログラムをインストールします。プログラムを起動する前に、空

の USB スティックを PC に接続しておいてください。 StickMAker は、保存デバイス内の全データ

を完全に消去しますので、 USB スティックに保存されている必要なデータはバックアップしてお

いてください。

Windows 7 で StickMAker を動作させている場合は、 Administratord でプログラムを実行してい

るかを確認してください。

USB スティックスティックスティックスティックをををを準備準備準備準備するためのするためのするためのするためのソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの設定設定設定設定 :

右端の矢印マークをクリックしてターゲット・ディスク(USB スティック)を選び、また‘ Write Image

to Disk ’というオプションを選択してください(‘…’ボタンをクリックして *.imgz というファイルタイ

プを選び、イメージファイルを選択して開きます)。
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注意注意注意注意 : ‘ Delete all data!’オプションは、 USB デバイス内の全ファイルを削除し、そこに書き込ま

れたすべてのイメージデータを消去します。これは、スティックを再び Windows で利用できるよう

にするためのものです 。 StickMAker で このオプシ ョ ン を選んで ‘ Start ’ ボ タ ン を押すと 、

Windows または OSX の FAT 形式でスティックがフォーマットされ、普通のアプリケーションで再

び利用できるようにします。

どちらのオプションを選んだ場合も、右下の‘ Start ’を押して処理を開始する必要があります。

確認のためのポップアップが出ますので、よければ‘ Yes ’ /‘ Ja ’をクリックしてください。

すべてのデータが転送されるまでには 1 、 2 分かかります。青いプログレスバーで進捗状況が

表示されます。処理が完了すると新たにポップアップが出ます。 StickMAker プログラムを閉じ、

USB 保存デバイスを抜いてください。
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ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアををををアップデートアップデートアップデートアップデートするためのするためのするためのするための卓卓卓卓のののの起動起動起動起動

卓に電源を投入したら、画面を確認してください。下のような初期画面で‘ TAB ’を押すと、すべ

ての段階を確認できます。初期画面には、どのボタンを押すとブート・メニューでデバイスを選

択できるかが表示されています。

通常、ブートメニューに移るためのボタンは F11 キーですが、 BIOS のバージョンや使われてい

るマザーボードによっては、違うキーの場合もあります。そのときは、初期画面の下端に表示さ

れます。 NPU 、 RPU および卓をアップデートする際にもっとも一般的なキーは、‘ F11 ’、‘ F12

’、‘ ESC ’です。

F11 キーにはどのようにアクセスしたらよいでしょうか？ もっとも簡単なのは、外部 USB キーボ

ードです。外部キーボードを用いてアップデートのために卓を起動する場合は、電源投入前に

接続しておいてください。

‘ F11 ’キーを押して BIOS で起動優先順位を変更する別の方法として、引き出しにある内蔵キ

ーボードを用いることもできます。起動優先順位の変更については、このマニュアルで後述され

ています。引き出しの内蔵キーボードの F11 および F12 キーは、 F1 および F2 キーと共用にな

っています。 F11 または F12 キーにアクセスするには、(キーボードの右矢印の上にある)FN キ

ーを同時に押してください。

USB スティックを挿入し、外部 USB キーボードを接続してから、卓の電源を入れます。

手動で卓の起動順を選択する際に、 MA インストーラ・メニューが自動的に表示されないとき

は、起動プロセスの途中で‘ F11 ’キーを何回か押してください。

たまに、卓が優先順位の直接的な変更を受け付けないことがあります。次の解決策は、手動で

BIOS に入ることです。これは最後の解決手段にすべきです。

USB スティックから起動できたら、次項に進んでください。
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新新新新しいしいしいしいソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののインストールインストールインストールインストール

USB スティックから起動すると、下のような画面になります。もしそうでない場合、 USB スティッ

クから起動していません。「ソフトウェアをアップデートするための卓の起動」の項で述べられて

いるブート・オプションをもう一度確認してください。

画面の下端には、‘ Boot Options ’という文字と、実行するコマンドラインが表示されています。

左右矢印キーでカーソルを‘ install ’という後の直前に移動させ、キーボードで‘ full ’と入力し

てください。最終的な結果は下のようになります。誤って‘ Memorytest ’や‘ Service Mode ’を

選ばないように、‘ MA-Installer ’が選ばれていることを確認してください。

‘ Please ’ボタンを押して、設定処理を開始します。ハードディスクをフォーマットするか聞いて

きますので、‘ Please ’ボタンを押して開始してください。
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後のインストール処理は簡単です。次の画面で、インストールしようとしているバージョンが示さ

れます。カーソルキーで‘ Yes ’を選び、キーボードで‘ Please ’を押して開始します。

数秒後に USB スティックを抜くように促されます。スティックを抜いたら‘ Please ’を押してくださ

い。
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これで卓は、インストールしたソフトウェア・バージョンで自動的に再起動します。卓をモード 1

で動作させていた場合はモード 1 で、モード 2 で動作させていた場合はモード 2 で起動します。
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最初最初最初最初のののの起動起動起動起動

最初に卓を起動した場合、ブート・オプションが表示されます。ここで、 grandMA シリーズ 1 (モ

ード 1) か grandMA2 (モード 2) かを選べます。卓をアップデートした後の最初の起動時には、

画面が一回「フラッシュ」するかもしれません。これは、オートメイト CAN バスが、内部に組み込

まれたモジュールや、卓に接続されているモジュール(例 : 外部フェーダウィング)のすべてを更

新するからです。

キーボードのカーソルキーで‘ GMA2 ’を選び‘ Please ’を押してください。

注意注意注意注意 : 外部フェーダウィングを使用したい場合、アップデート処理に進む前に、それが接続され

ていることを確認してください。

‘ MA ’ボタンを押したまま、卓にある‘ Please ’を押してください。これで、カーソルがコマンドラ

インに置かれます。カーソルが自動的にコマンドライン位置に行かないときはいつでも、‘ MA ’

+ ‘ Please ’でカーソルが適切な位置に移動します。

‘ ver ’ (Version)と入力し、‘ Please ’ボタンを押してください。これで、実際にインストールされた

バージョンを確認できます。

もしモジュールが正しいバージョンになっていない場合は、‘ updatef ’ (UpdateFirmware)と入力

し、‘ Please ’ボタンを押してください。すべての CAN バスモジュールがアップデートされます。
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卓で IP アドレスを確認するには、コマンドラインに‘ ni ’ (NetworkInfo)と入力し、続けて‘ Please

’ボタンを押してください。新たなインストールによって以前の設定データがすべて削除されたた

め、 IP アドレスは 192.168.0.4 になっているでしょう。

手動で IP アドレスを設定するには、‘ setip 192.168.0.x ’と入力してください(x は設定したい新し

い IP)。この例では、新しい IP を 192.168.0.1 としています。

この後、‘ reboot ’と入力し‘ Please ’を押すことによって、卓を再起動する必要があります。
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コマンド画面に確認メッセージが出ますので‘ OK ’を押してください。選択した grandMA2 モー

ドで卓が再び起動します。

注意注意注意注意 : この方法は、 grandMA2 モードの卓に対してのみ有効です。 grandMA モードで IP アドレ

スを変更するには、卓を grandMA モードで起動し、 grandMA のマニュアルにしたがって IP アド

レスを設定してください。

IP アドレスの変更は、 Setup - Network - MA Network Control でも可能です。ここでは、ステー

ション IP を変更できます。同様に再起動を求められますので、 OK を押してください。


