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はじめに

組み込み型 LAN 内蔵 H8CPU ボード ConDuLan は電源を供給するだけで Web ブラウザから

40 点のディジタル入力を監視できるなど手軽に組み込み Web サーバを構築することができま

す．ConDulan に内蔵されている ROM ファイルを変更したり，スクリプト言語 iomacro を利用す

ればさらに多彩な機能を持ったシステムを構築することができます．

このガイドでは内蔵されている ROM ファイルの書き換えやスクリプト言語 iomacro のインストー

ルに使用される ConDuLan のインストールモードの使用方法をご紹介します．
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1.　インストールモードでできること

ConDulan のインストールモードでは次のことができます．個々の機能の意味はそれぞれの章を

ご覧ください．

内蔵 ROM ファイルの書き換え

アプリケーションプログラム用パラメータの初期化

パラメータの完全初期化（工場出荷状態）

セカンダリシリアル ROM へのデータ書き込み（iomacro プログラムインストール）

セカンダリシリアル ROM 内容消去

ネットワーク設定

Web アクセス制限設定

アプリケーションファームウエアのインストールおよび実行

IP アドレスの変更

RTOS のインストール（RTOS インストールモードで実行）

インストールモードでは Web アクセス制限は解除された状態となります．また HTTP ポートは 80
に固定されます．電源再投入によるノーマルモードへ移行すると設定が有効になります．
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2.　インストールモードにする

ConDuLan 正面のインストールスイッチを押しながら電源投入すると ConDuLan はインストール

モードで立ち上がります．
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インストールスイッチ

インストールモードのトップページ
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3.　ROM ファイルを書き換える

ConDuLan には Web ページ情報とアプリケーションプログラム情報として I2C シリアル ROM に

保存された ROM ファイルが含まれています．ROM ファイルは PC 上で構築された複数ファイ

ルを TAR アーカイバを使用して１本にまとめたファイルをインストールすることで書き換えること

ができます．TAR ファイルは内部で個別ファイルに展開されて ROM に書き込まれます．

ConDuLan のインストールモードトップページから Install EEPROM file に TAR ファイル名を入

力して（参照からファイルを選んで）すぐ下の install をクリックすることで ROM ファイルの書き換

えを実行することができます．ROM ファイルはシリアル ROM に保存されるため書き換えには

数秒を要します．

ファイル領域は 28KB で，ディレクトリ情報も含まれます．ROM ファイルが大きすぎてシリアル

ROM に書き込めなかった場合はエラー画面となります．TAR ファイルは一般的に全ファイルの

総計より相当大きなファイルとなってしまいます．ＴＡＲファイルが 28KB を超えても ROM ファイ

ルのインストールは可能です．ROM ファイルサイズの合計が 27KB 程度であれば書き換え可

能です．

ROM ファイルの詳細は「操作ガイド　－－－　ROM ファイル編」をご参照ください．
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インストールするＲＯＭファイル
（ＴＡＲ）を指定して，「 install 」を
クリックするとＲＯＭファイルをイ
ンストールすることができる．

インストールに成功した場合の
画面

ファイルが大きすぎてインストー
ルに失敗した場合の画面
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4.　アプリケーションパラメータ初期化

ConDuLan のシリアル ROM には ROM ファイルのほかに 4KB*のパラメータが保存されていま

す．このパラメータにはネットワークパラメータなど内蔵 RTOS が使用するものとアプリケーショ

ンプログラムが使用するものが混在して保存されています．アプリケーションプログラムを変更し

た場合など不要になったパラメータを消去する場合に，トップページの Clear application 
parameters をクリックします．

次のパラメータを除きすべてクリアされます．

アプリケーションプログラムの実行アドレス

アプリケーションプログラム実行許可**

Web アクセス制御設定

LAN 設定

* パラメータ書き換え時のデータ消失を防ぐため 2KB のパラメータを２重化して保存しています．
** 通常許可状態にある．アプリケーションプログラムのデバッグ用．

- 4 -

ここをクリックしてアプリケーションプ
ログラム用パラメータを初期化する．

パラメータ初期化終了画面
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5.　全パラメータ初期化

シリアル ROM のパラメータのうち「アプリケーションプログラムの実行アドレス」と「アプリケーショ

ンプログラム実行許可」を除くすべてのパラメータを初期化し，パラメータを工場出荷状態にし

ます．トップページの Clear all parameters をクリックします．

シリアル ROM 内のパラメータを初期化しても ConDulan がすでに RAM に読み込んだパラメー

タはそのまま使用されますので，IP アドレスなどはそのまま使用されます．電源再投入したとき

に初期化パラメータで動作することになります．
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ここをクリックしてパラメータを工場
出荷状態に初期化する．

パラメータ初期化終了画面
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6.　セカンダリシリアル ROM データ書き込み

ConDuLan には２個の 32KB シリアル ROM が内蔵されています．そのうち１個はパラメータと

ROM ファイルを格納していますが，セカンダリのシリアル ROM には簡易スクリプト言語 

iomacro で記述されたプログラムが保存されます．

スクリプト言語 iomacro については「操作ガイド　－－－　iomacro 編」をご参照ください．

セカンダリ ROM の書き込みは，ConDuLan のインストールモードトップページから Install the 
secondary serial ROM にインストールするファイル名を入力して（参照からファイルを選んで）す

ぐ下の install をクリックすることで実行することができます．書き込みには数秒かかります．
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インストールするデータファイル
（ iomacro ソース）を指定して， 
install をクリックするとセカンダリ
ROM へデータを書き込むことが
できる．

書き込みに成功した場合の画面 ファイルが大きすぎて書き込み
に失敗した場合の画面
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7.　セカンダリシリアル ROM の初期化

セカンダリシリアル ROM の内容を消去するにはトップページの Erase the secondary serial  
ROM をクリックします．消去には数秒かかります．
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ここをクリックしてセカンダリシリアル
ROM の内容を消去する．

消去終了画面
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8.　ネットワーク設定と Web アクセス制限設定

ConDuLan インストールモードではネットワークとアクセス制限の設定をおこなうことができます．

ConDuLan にあらかじめインストールされているシステムではノーマルモードでも同様のネットワー

ク設定とアクセス制限設定ができます．操作方法は「操作ガイド　－－－　入門編」をご参照く

ださい．

インストールモードでは Web アクセス制限が設定されていてもすべての操作が許可されますの

で，Web アクセス制限のパスワードを忘れてしまった場合などはインストールモードで Web アク

セス制限を解除することができます．

ネットワーク設定と Web アクセス制限を設定するにはトップページからそれぞれ Lan settings あ

るいは Web access control をクリックしてください．
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ネットワーク設定は Lan settings を
クリックする．
Web アクセス制限設定は Web 
access control をクリックする．

ネットワーク設定画面 Web アクセス制限設定画面
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9.　アプリケーションファームウェアインストール

ConDuLan 内蔵のアプリケーションファームウェアは内蔵 RTOS とは分離してインストールする

ことができます．またアプリケーションファームウェアを RAM 領域にダウンロードしてデバッグす

ることもできます．

アプリケーションファームウェアをインストールするにはトップページから Application installation
をクリックしてください．

通常アプリケーションファームウェアはあらかじめインストールされていますが，内蔵 RTOS イン

タフェースの公開を予定していますのでユーザが開発するアプリケーションファームウェアをイ

ンストールする場合にも使用されます．
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Application installation をク
リックするとアプリケーション
ファームウェアインストール
画面画表示される

アプリケーションファームウェア
インストール画面
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10.　アプリケーションファームウェアの書き込み

アプリケーションファームウェアはアプリケーションインストールのページから CPU 内蔵フラッシュ

ROM へ書き込むことができます．この操作はアプリケーションファームウェアのバージョンアッ

プで使用します．アプリケーションインストールのページの Application欄にインストールする

ファームウェアファイル名を入力し（参照からファイルを選んで），すぐ下の install をクリックする

とフラッシュＲ ROM へ書き込まれます．書き込みには数秒必要です．
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アプリケーションファイル名を入
力し install をクリックする．

ROM 書き込みが完了した場合
の画面．

アプリケーションファームウェア
に異常があって書き込みが実
行されなかった場合の画面．
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11.　アプリケーションのダウンロード

ConDulan のアプリケーションファームウェアは ROM に書き込まず，RAM へダウンロード*して

実行することもできます．この機能は主にアプリケーションプログラムのデバッグのために用意さ

れています．

アプリケーションファームウェアをダウンロードして実行するには，アプリケーションインストール

画面の Application test欄にﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞするファームウェアファイル名を入力し（参照からファイル

を選んで），すぐ下の download and run をクリックします．このあと ConDuLan はノーマルモード

へ移行します．

* RAM アドレスで動作するようコンパイルリンクする必要があります．アプリケーションファームウェアを RAM で実行
する場合は利用できる RAM サイズが少なくなります．
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ダウンロードファイル名を入力し
download and run をクリックする．

ダウンロードが完了し正常に実
行を開始した場合の画面．

アプリケーションファームウェア
に異常があってダウンロードが
実行されなかった場合の画面．
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12.　アプリケーションの実行禁止

アプリケーションファームウェアのデバッグ中には ConDuLan をインストールモードで実行するこ

とを繰り返します．インストールスイッチを押さなくても電源投入だけでインストールモードにする

方法が用意されています．

アプリケーションインストール画面に表示されている Application is now enabled はインストール

モードスイッチを押さないで電源投入するとノーマルモードとなり，フラッシュ ROM のアプリケー

ションが実行されることを表示しています．その表示のすぐ下にある disable をクリックすると表

示が Application is now disabled と enable に変わります．この状態ではインストールスイッチを

押さず電源を投入しても常にインストールモードとなります．

アプリケーションファームウェアを ROM に書き込むとアプリケーションの実行禁止は解除されま

す．
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インストールスイッチを押さず
に電源投入してもインストール
モードとなり ROM のアプリケー
ションファームウェアは実行さ
れない．

インストールスイッチを押さず
に電源投入するとノーマルモ
ードで ROM のアプリケーショ
ンファームウェアが実行される
．
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13.　アプリケーションのマニュアル実行

インストールモードの ConDuLan をノーマルモードに移行させて ROM のアプリケーションファー

ムウェアを実行します．アプリケーションファームウェアを ROM に書き込んだ後電源再投入を

することなくノーマルモードへ移行することができます．

アプリケーションインストール画面に表示されている Run the application のすぐ下にある run を

クリックします．
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インストールモードからノーマ
ルモードへ移行してフラッシ
ュ ROM のアプリケーション
ファームウェアを実行する．
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14.　IP アドレス設定

ConDuLan の初期アドレスは 192.168.0.254 に設定されています．IP アドレスを変更するには一

度 192.168.0.254 で Web ページを開いて設定変更する方法があり，「操作ガイド　－－－　入

門編」に説明があります．しかしこの方法では PC側の IP アドレスを 192.168.0.xx に変更するな

どの操作が必要となる場合があります．PC の IP アドレスを変更することなく ConDuLan の IP ア

ドレスを設定する方法をご紹介します．

ConDuLan にはインストールモード時だけ動作する IP アドレス設定手順が２種類用意されてい

ます．ひとつは PC側の ARP テーブルを静的に設定して ConDuLan に ARP 手順のパケットを

送らずいきなり IP パケットを送る方法です．もうひとつは CD に含まれているホスト側ツールで

設定するもので，この方法は ConDuLan独自のネットワークプロトコルを使用します．

いずれの方法も設定できるのは IP アドレスだけですので，IP アドレス設定後Web のネットワー

ク設定ページからサブネットマスクやゲートウエィアドレスを正しく設定してください．
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15.　ARP コマンドによる IP アドレス設定

インストールモードの ConDuLan は自身の MAC アドレスを指定している IP パケットを受信する

と，そこに含まれているあて先 IP アドレスの値で自身の IP アドレスを設定する機能があります．

PC側ですでに ConDuLan の MAC アドレスと IP アドレスの組み合わせが定義されていれば，

その IP アドレスの Web ページを開くと ConDuLan は自身の IP アドレスを変更してその要求に

応答します．

PC の持つ MAC アドレスと IP アドレスの組み合わせ情報は通常 ARP テーブルと呼ばれ，

Windows環境ではコマンドプロンプトより，

arp -s 192.168.98.66 00-02-cb-02-1a-79
などのように静的に定義することができます．

Linux の場合は

arp -s 192.168.98.66 0:2:cb:2:1a:79
のようになります．

ConDuLan をインストールモードで起動して，この設定をおこなった後Web ブラウザから

http://192.168.98.66

を開くと ConDuLan のインストールモードのページが表示されます．

また ConDuLan のネットワークパラメータとして IP アドレスが 192.168.98.66 で保存されますので

電源再投入でこのアドレスを保持します．
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16.　ConDuLan 用ツール visip と IP アドレス

ConDuLan には独自のプロトコルを用いて LAN 上の ConDuLan を検出する機能が内蔵されて

います．

Windows 用のアプリケーション visip を利用すると LAN 上に存在する ConDuLan の名前と

MAC アドレス，IP アドレスを知ることができます．このツールを利用するとインストールモードの 

ConDuLan の IP アドレスを変更することができます*．

ConDuLan に電源を入れて，CD に含まれているツール visip を PC 上で起動してみましょう．

検出した ConDuLan は左から名前，MAC アドレス，IP アドレスが表示されています．インストー

ルモードの ConDuLan の名前は vistum と表示されます．ノーマルモードの場合は ConDuLan
あるいは名前が変更されている場合はその名前が表示されます．

左上の Discover をクリックすると LAN 上の ConDuLan を検索します．

* PC にファイアウォールが設定されているとうまく動作しない場合があります．その場合はファイアウォールを解除し
てください．また WindowsVista で実行する場合警告が表示されますが，実行を選んで先に進んでください．その
場合もファイアウォールによって警告が表示される場合がありますが許可して先に進んでください．
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visip で検出したインストールモードの ConDuLan

 



ConDuLan 操作ガイド - インストール編_02C

17.　visip による IP アドレス設定

visip を使って ConDulan の IP アドレスを設定するには， visip でインストールモードの

ConDulan を検出後 IP アドレス欄を書き換えて右の Change IP をクリックしてください．

- 17 -

IP アドレスを書き換えて
Change IP をクリックすると
ConDuLan の IP アドレス
を変更することができる．
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18.　RTOS のインストール

ROM ファイルや iomacro のインストール動作は内蔵 RTOS がインストールモードで実行してい

ます．RTOS自身をインストールする方法をご紹介します．

RTOS のインストールは ConDuLan を RTOS インストールモードで立ち上げて，CD に用意され

ている RTOS インストールプログラム viswrite.exe を使用します．
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19.　RTOS インストールモード

ConDuLan を RTOS インストールモードにするには LAN ケーブルを接続して電源を投入し，お

よそ１秒後*にインストールスイッチを押します．ConDuLan が RTOS インストールモードになると

ネットワーク通信データがなくても正面の TxRx-LED が点灯します．LNK LED は消灯します．

その後インストールスイッチを離すと TxRx-LED は消灯し LNK LED が点灯します．この状態が

RTOS インストールモードです．

整理すると次の手順となります．

（１）電源投入する

（２）およそ１秒後にインストールスイッチを押す

（３）TxRx-LED が点灯する

（４）インストールスイッチを離す

（５）LNK LED が点灯し RTOS インストールモードとなる

* 100MBPS の LAN に接続した場合は電源投入後 LNK LED が短い時間点灯し，その後１秒間ほど消灯して再点
灯するはずです．この１秒ほどの消灯中に正面のインストールスイッチを押すと RTOS インストールモードにするこ
とができます．
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インストールスイッチ

LNK LED
TxRx-LED
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20.　RTOS のインストールツール

ConDuLan を RTOS インストールモードにしてから，CD の tool ディレクトリにある viswrite.exe を

PC にコピーして起動します（ダブルクリック） *．このツールは RTOS インストールモードの

ConDuLan を検出しその MAC アドレスと IP アドレスを表示します．表示下部の Install をクリッ

クして CD中の bin ディレクトリにある h8300-3069-tvistum-gcc4.0.2-rom.mot というファイルを選

ぶと（開くと）インストールが始まります．RTOS の転送中は ConDuLan の TxRx-LED が高速に

点滅します（LNK LED は点灯したまま)．その後 TxRx-LED は消灯しますがこのときはダウンロー

ドした RTOS を ConDuLan 内のフラッシュ ROM へ書き込み中です．フラッシュへの書き込みが

完全に終了すると LNK LED は消灯し TxRx-LED が点灯のままになります．RTOS のインストー

ルではこの状態になるまで電源を落とさないように注意してください．

* PC にファイアウォールが設定されているとうまく動作しない場合があります．その場合はファイアウォールを解除し
てください．また WindowsVista で実行する場合警告が表示されますが，実行を選んで先に進んでください．その
場合もファイアウォールによって警告が表示される場合がありますが許可して先に進んでください．
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２．クリックする

１． RTOS インストールモードの ConDuLan
の MAC アドレスと IP アドレスが表示される

３．ダウンロードする RTOS ファイルを選ぶ

４．インストールが終了すると TxRx-LED
が点灯し， LNK LED は消灯する．
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21.　RTOS のインストールツールのエラー

RTOS インストールツール viswrite は LAN 上に RTOS インストールモードの ConDuLan が１台

だけの場合にインストール動作をおこなえるようになっています．

LAN 上に RTOS インストールモードの ConDuLan が１台も検出できなかったり，２台以上見つ

かった場合は下のような表示となりますので，エラー原因を取り除いて画面右の Discover をクリッ

クしてください．再検出動作をおこないます．
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LAN 上に RTOS インストールモードの
ConDuLan が見つからなかった場合の
表示

LAN 上に RTOS インストールモードの
ConDuLan が２台以上見つかった場合
の表示
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22.　RTOS のインストール（IP アドレス変更)

RTOS インストールモードの ConDuLan はすべて IP アドレス 192.168.0.254 で動作します．

RTOS をインストールするホスト PC の IP アドレスが 192.168.0.xx でない場合 ConDuLan の IP

アドレスを暫定的に変更して RTOS インストールすることができます．

RTOS インストールツール viswrite 画面の IP欄に ConDuLan に暫定的に設定したい IP アドレ

スを入力し，ChangeIP をクリックすると ConDuLan の IP アドレスが変更されます．その後は

RTOS インストール手順を実行することができます．

ここで設定した IP アドレスは ConDuLan 内部の ROM には記録されませんので電源再投入し

た場合 RTOS インストールモードでは 192.168.0.254 になります．また通常のインストールモード

あるいはノーマルモードでの電源投入ではすでに設定されている IP アドレスになります．
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ConDulan の IP アドレスを入力する

ChangeIP をクリックすると ConDulan の
IP アドレスを一時的に変更できる
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おわりに

ConDuLan のインストールモード使用方法を説明してきました． ConDuLan のインストールモー

ドでは CPU 内蔵フラッシュのアプリケーション書き換え，２個のシリアル ROM 書き換え，ＩＰアド

レスの変更などがおこなえます．本書は「操作ガイド　－－－　ROM ファイル編」および「操作

ガイド　－－－　iomacro 編」とあわせてお読みください．
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