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2 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
お客様へのご注意
ソリッドステート機器はエレクトロメカニカル機器とは動作特性が異なります。詳
しくは、パブリケーション・ナンバー SGI-1.1『ソリッド・ステート・コントロール

　ソリッドステート装置のアプリケーション、設置、および保守のための安全ガイド
ライン』(当社の営業所または http://www.literature.rockwellautomation.comからオンラ

インで入手可能 ) を参照してください。さらにソリッドステート機器はいろいろな

用途に使われることからも、この機器の取扱責任者はその使用目的が適切であるか
どうかを十分確認してください。

この機器の使用によって何らかの損害が生じても当社は一切責任を負いません。

本書で示す図表やプログラム例は本文を容易に理解できるように用意されているも
のであり、その結果としての動作を保証するものではありません。個々の用途につ
いては数値や条件が変わってくることが多いため、当社では図表などで示したアプ
リケーションを実際の作業で使用した場合の結果については責任を負いません。

本書に記載されている情報、回路、機器、装置、ソフトウェアの利用に関して特許
上の問題が生じても、当社は一切責任を負いません。

書面による当社の許可がない限り、本書に記載されている内容の全部または一部を
複製することは禁止されています。製品改良のため、仕様などを予告なく変更する
ことがあります。

本書を通じて、特定の状況下で起こりうる人体または装置の損傷に対する警告およ
び注意を示します。

警告

本書内の「警告」は、人体に障害を加えうる事項、および装置の損
傷または経済的な損害を生じうる、危険な環境で爆発が発生する可
能性がある操作や事項を示します

重要 本書内の「重要」は、製品を正しく使用および理解するために特に
重要な事項を示します。

注意
本書内の「注意」は正しい手順を行なわない場合に、人体に障害を
加えうる事項、および装置の損傷または経済的な損害を生じうる事
項を示します。「注意」によって、危険の認識、危険の回避、さら
に二次的に発生しうる損害の把握を促します。

感電の危険

危険な電圧が存在する恐れがあることを知らせるためにドライブや
モータなどの機器の上または内部にラベルを貼っています。

やけどの危険

表面が危険な温度になっている恐れがあることを知らせるために、
ドライブやモータなどの機器の上または内部にラベルを貼っていま
す。
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 3
環境およびエンクロージャ

注意 この装置は、過電圧カテゴリ II アプリケーション (IEC 
Pub.No. 66064-1 に定義するように )、高度 2000m までディ
レーティングなしの、汚染度 2 の産業用環境で使用されるこ
とを意図しています。

この装置は、IEC/CISPR Pub.No. 11 に従う、グループ 1, クラ
ス A 産業用装置と考えられます。適切な事前注意なしでは、
伝導性と放射性の外乱があるために、他の環境では、電磁波
による障害を受けないようにするには困難です。

この装置は、「開放型」装置として出荷されています。存在
する特定の環境条件に適合するように設計され、帯電部に触
れることによって人体に危険が及ぶことを防ぐように適切に
設計された、エンクロージャ内に取付ける必要があります。
このエンクロージャは適切な難燃性を持つもので、火炎の広
がりを防ぐか最小限に抑えるもので、金属製でない場合の火
炎伝播率は 5VA, V2, V1, V0 ( またはこれらと同等 ) であるこ
とを必要とします。エンクロージャの内部には、ツールを使
用することによってのみアクセス可能でなければなりませ
ん。本書の続くセクションには、特定の製品の安全要件を満
たすために必要となる、特定のエンクロージャタイプの定格
に関する追加情報が記載されています。

他の参考文献：

• その他の設置要件については、『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。

• エンクロージャのタイプによって異なる保護レベルの説
明については、対応する NEMA 規格 Pub. No. 250 および

IEC Pub. No.60529 を参照してください。
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4 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
静電防止対策

注意 この装置には、内部的に損傷し通常の動作に影響する恐れ
がある、静電気 (ESD) に敏感な部品が含まれています。こ
の装置を取り扱う場合は、以下の静電防止対策が必要になり
ます。

• 接地されたものに触れて、静電気を放電すること。

• 承認された接地用リストストラップを着用すること。

• コンポーネントボードのコネクタまたはピンに触れない
こと。

• 装置内の回路に触れないこと。

• できれば、静電防止ワークステーションを使用する。

• 使用しないときは、装置を適切な静電防止袋に入れて保
管してください。
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 5
北米における危険な領域に関する規格

この装置を危険な場所で操作する場合に、以下の情報が適用されます。

「CL I, DIV 2, GP A, B, C, D」とマークされている製品は、クラス I ディ

ビジョン 2 グループ A, B, C, D の危険な領域および危険でない領域での

使用にのみ適しています。各製品は、定格を示す銘板にマーキングさ
れたように出荷されており、危険な場所の温度コードを示しています。
システム内で製品を組み合わせる場合、最も厳しい温度コード ( 最低の

“T”番号 ) を使用すると、システム全体の温度コードを判別する場合

に役立ちます。システム内での装置の組合せは、取付け時に各地域の
管轄機関による検査を受ける必要があります。

警告 爆発の危険性

• 電源を切断するか、または領域が危険でないとわかるまで
は、装置を切り離さないでください。

• 電源を切断するか、または領域が危険でないとわかるまで
は、コネクタを外さないでください。この製品に付属す
るねじ、スライディングラッチ、ねじ式のコネクタ、ま
たは他の方法を使用して、この装置に一致するように、
確実に外部接続を行なってください。

• コンポーネントを置き換えると、クラス I, ディビジョン 2
への適合性を損ないます。

• 製品にバッテリが含まれている場合は、領域が危険でな
いとわかったときにのみバッテリを交換してください。
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The following information applies when operating this equipment in 
hazardous locations:

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for use in Class I 
Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous 
locations only. Each product is supplied with markings on the rating nameplate 
indicating the hazardous location temperature code. When combining products 
within a system, the most adverse temperature code (lowest“T” number) may be 
used to help determine the overall temperature code of the system. 
Combinations of equipment in your system are subject to investigation by the local 
Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

WARNING EXPLOSION HAZARD

• Do not disconnect equipment unless power has been removed 
or the area is known to be nonhazardous.

• Do not disconnect connections to this equipment unless power 
has been removed or the area is known to be nonhazardous. 
Secure any external connections that mate to this equipment by 
using screws, sliding latches, threaded connectors, or other 
means provided with this product.

• Substitution of components may impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, they must only be changed in 
an area known to be nonhazardous.
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 7
カタログ番号の説明

製品の寸法

1768 - M 04 SE

このモジュールは 1768 CompactLogix コントロー 
ラと共に使用する。

このモジュールはモーションコントロールに使用
する。

最大 4 台のドライブまで制御できる。

SERCOS インターフェイスドライブを制御する。

34.5 mm
(1.36 in.)

56.68 mm
(2.23 in.)

132.015 mm
(5.2 in.)

118 mm
(4.65 in.)

105.1 mm
(4.14 in.)

100.5 mm
(3.96 in.)
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8 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
最小間隔

エンクロージャの壁、ワイヤウェイ、およびその他の装置からの最小
取付け間隔は次の通りです。

90mm
(3.54 インチ )

105mm (4 インチ )

90mm
(3.54 インチ )

105mm (4 インチ )
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 9
必要なツール

重要 本製品は、DIN レールを介してシャーシグラウンドに接地さ
れています。適切な接地を行なうために、亜鉛めっきされた
黄色酸化鉄の DIN レールを使用してください。腐食し、酸化
する他の DIN レールの材質 ( アルミニウム、プラスチックな
ど ) を使用するか、または劣悪な配線管によって、接地が不
適切または断続的になることがあります。DIN レールを取付
け表面に約 200mm (7.87 インチ ) の間隔で固定し、適切なエ
ンドアンカーを使用します。

項目 カタログ番号またはサイズ

1768 CompactLogix 電源 1768-PA3

1768 CompactLogix コントローラ 1768-L43

1769 エンドキャップ(1)

(1) 1769 I/O モジュールを使用していない場合でも、1769-ECR エンドキャップが必要です。

コントローラの右側に取付けてください。

1769-ECR

光ファイバーケーブル 「光ファイバーケーブルの選択」を参照してく
ださい。

DIN レールまたは取付けねじ 
( いずれか一方 )

DIN レール いずれかのサイズを使用する。

• 35 x 7.5 mm 
(EN 50022 - 35 x 7.5)

• 35 x 15 mm 
(EN 50022 - 35 x 15)

ねじ M4 または #8 平頭ねじ
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10 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
光ファイバーケーブルの選択

プラスチック光ファイバーケーブルの選択

距離 使用するケーブル 参照ページ

32m (105 フィート ) まで プラスチック光ファイバーケーブル
の選択

10

32m (105 フィート ) 以上 グラス・ファイバー・ケーブルの選択 12

使用場所 使用するプラスチッ
クケーブルのタイプ

長さ アレン・ブラド
リーの Cat. No.

電気キャビネット 被覆なし ( 塩素化ポ
リエチレン )

0.1m (5.1 インチ ) 2090-SCEP0-1

0.2m (7 インチ ) 2090-SCEP0-2

0.3m (1 フィート ) 2090-SCEP0-3

1m (3.2 フィート ) 2090-SCEP1-0

3m (9.8 フィート ) 2090-SCEP3-0

5m (16.4 フィート ) 2090-SCEP5-0

8m (26.2 フィート ) 2090-SCEP8-0

10m (32.8 フィート ) 2090-SCEP10-0

15m (49.2 フィート ) 2090-SCEP15-0

20m (65.5 フィート ) 2090-SCEP20-0

25m (82 フィート ) 2090-SCEP25-0

32m (105 フィート ) 2090-SCEP32-0
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電気キャビネット
外の標準環境

標準被覆 ( ポリ塩化
ビニール )

0.1m (4 インチ ) 2090-SCVP0-1

0.3m (1 フィート ) 2090-SCVP0-3

0.9m (2.9 フィート ) 2090-SCVP0-9

1m (3.2 フィート ) 2090-SCVP1-0

3m (9.8 フィート ) 2090-SCVP3-0

5m (16.4 フィート ) 2090-SCVP5-0

8m (26.2 フィート ) 2090-SCVP8-0

10m (32.8 フィート ) 2090-SCVP10-0

15m (49.2 フィート ) 2090-SCVP15-0

20m (65.5 フィート ) 2090-SCVP20-0

25m (82 フィート ) 2090-SCVP25-0

32m (105 フィート ) 2090-SCVP32-0

過酷な環境 ナイロン被覆 0.1m (4 インチ ) 2090-SCNP0-1

0.3m (1 フィート ) 2090-SCNP0-3

0.9m (2.9 フィート ) 2090-SCNP0-9

1m (3.2 フィート ) 2090-SCNP1-0

3m (9.8 フィート ) 2090-SCNP3-0

5m (16.4 フィート ) 2090-SCNP5-0

8m (26.2 フィート ) 2090-SCNP8-0

10m (32.8 フィート ) 2090-SCNP10-0

15m (49.2 フィート ) 2090-SCNP15-0

20m (65.5 フィート ) 2090-SCNP20-0

25m (82 フィート ) 2090-SCNP25-0

32m (105 フィート ) 2090-SCNP32-0

使用場所 使用するプラスチッ
クケーブルのタイプ

長さ アレン・ブラド
リーの Cat. No.
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12 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
グラス・ファイバー・ケーブルの選択

これらのケーブルは、通常の環境で使用するためにポリ塩化ビニール
の被覆が使用されています。

モジュールの取付け

ねじを使用するモジュールの取付け

このインストラクションの手順では、モジュールを DIN レールに取付

ける方法について説明します。DIN レールではなくねじを使用する場

合は、説明に以下の手順を追加または変更してください。

1.「DIN レールへのモジュールの取付け」の手順に従って、モジュー

ルを互いに接続します。

2. モジュールをテンプレートとして使用して、パネルにパイロット
ホールをマークします。

3. M4 または #8 ねじ用のパイロットホールを開けます。

4. M4 または #8 ねじを使用して、モジュールをパネルに取付けます。

DIN レールの取付け

長さ アレン・ブラドリーの Cat. No.
50m (164.2 フィート ) 2090-SCVG50-0

100m (328.3 フィート ) 2090-SCVG100-0

150m  (492.5 フィート ) 2090-SCVG150-0

200m (656.7 フィート ) 2090-SCVG200-0

重要 モジュールを取付けるときは、ねじと DIN レールの両方と
も使用しないでください。DIN レールに取付けられているとき
に、ねじを使用してモジュールをパネルに固定すると、取付
けタブが損傷することがあります。
Pub.No. 1768-IN005A-JA-P - December 2005
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DIN レールへのモジュールの取付け

31595-M

1

    31596 -M

2
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DIN レールへのモジュールの取付け — 続き

31597-M

3

    31598 -M

a

b

c

4
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 15
DIN レールへのモジュールの取付け — 続き

5

    31600-M

a

b d

c

6 a
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16 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
DIN レールへのモジュールの取付け — 続き

a

b

c

7

c
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 17
光ファイバーケーブルの接続

注意 特定の条件下で、光ポートを見ると目に悪影響を与える可能
性があります。ある条件下で光ポートを見ると、許容可能な
最大値を超える光が目に当たる可能性があります。

a

SERVO
Interface

b

c

31604-M
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18 CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール
取付けの確認

LED がその他の状態の場合は、21 ページの「モジュールのトラブル

シューティング」を参照してください。

    31608-M

Power
OUT

L1

L2/N

赤色 / 緑色に点滅 緑色に点滅

緑色に点滅
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CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 19
モジュールの取り外し

    31602-M

Power
OUT

L1

L2/N

1

a

b — Off c — Off
d

e

f

31607-M

Power
OUT

L1

L2/N

a
c

b

2
a

b

c
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モジュールを取り外す前に LEDが消灯するのを待つ理由

電源を切断した後に、電源とコントローラの LED インジケータがすべ

て消灯してからモジュールを取り外してください。

• 電源を切断すると、コントローラはプロジェクトをフラッシュメモ
リに書込みます。

• コントローラがプロジェクトをフラッシュメモリに書込んでいる間
に MEM SAVE の LED が点灯します。

• LED が消灯するまで待ってください。そうしないとプロジェクトが

失われます。

光ファイバーケーブルの保守

光ファイバーポートを綺麗に保ってください。埃や塵があると光の通
過を妨げられ、パフォーマンスが低下します。

• 使用しないときにはポートとケーブルにキャップをつけてくださ
い。

• ケーブルの両端を次のいずれかの方法で掃除してください。

- 圧縮空気

- けば防止綿と次のいずれかのクリーナ：

詳細は、『Fiber Optic Cable Installation and Handling Instructions』(Pub.No. 
2090-IN010) を参照してください。

アルコール 脂肪族化合物 その他

メチル ヘキサン 石鹸溶液

イソプロピル ヘプタン ナフサ

イソブチル
Pub.No. 1768-IN005A-JA-P - December 2005



CompactLogix SERCOS インターフェイスモジュール 21
モジュールのトラブルシューティング

モジュールの LED の状態

処置CP Ring OK
消灯 消灯 消灯 • モジュールが他のモジュールに接続されてい

て、ロックされていることを確認する。
• 電源とコントローラをチェックして、バックプ

レーンが給電されていることを確認する。

消灯 消灯 赤色に
点滅

待機する。モジュールのファームウェアが更新中
です。

燈色に
点滅

消灯 緑色に
点滅

• ケーブルが破損していないか、外れていない
か、間違ったポートに接続されていないかを確
認する。

• ドライブのエラーをチェックする。

燈色に
点灯

赤色に
点滅

緑色に
点滅

• 各ドライブが独自のアドレスを持っていること
を確認する。

• すべてのドライブが同じ通信速度であることを
確認する。

• SERCOS インターフェイスモジュールのデータ
速度を Auto-Detect に設定する。

• SERCOS インターフェイスモジュールのサイク
ルタイムをチェックする。22 ページの「仕様」
を参照してください。

赤色 /
緑色に
点滅

緑色に
点滅

緑色に
点滅

モジュールを構成したか ?
• いいえ — RSLogix 5000 ソフトウェアを使用して

モジュールを構成する。
• はい — RSLogix 5000 ソフトウェアのモジュール

とドライブの構成をチェックする。

緑色に
点滅

緑色に
点滅

緑色に
点滅

RSLogix 5000 ソフトウェアの軸の構成をチェック
する。

緑色に
点灯

緑色に
点灯

緑色に
点滅

• RSLogix 5000 ソフトウェアのドライブの構成を
チェックする。

• モーショングループ、ドライブ、および軸にエ
ラーがないことをチェックする。

緑色に
点灯

緑色に
点灯

緑色に
点灯

なし — 軸の準備ができている。

SERCOS 位相

SERCOS リングステータス

モジュールステータス
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仕様

緑色に
点灯

緑色に
点灯

赤色に
点滅

モーショングループおよび軸にエラーがないこと
をチェックする。

赤色に
点灯

赤色に
点灯

赤色に
点灯

1. モジュールの電源を切断後再投入する。

2. それでも LED が赤色に点灯したままの場合は、

当社までお問い合わせください。

項目 説明

バックプレーン電
流 (mA)

DC5.2V のとき 969mA

消費コネクション 3
概算寸法 
( 高さ x 幅 x 奥行き ) 
( メトリック単位 )

全体：132.015 x 56.68 x 105.1mm
取付け後、取付けタブを含む：132.015 x 34.5 x 105.1mm
取付け後、取付けタブを含まない：118 x 34.5 x 105.1mm

概算寸法 
( 高さ x 幅 x 奥行き ) 
( インチ単位 )

全体：5.2 x 2.23 x 4.14 インチ
取付け後、取付けタブを含む：5.2 x 1.36 x 4.14 インチ
取付け後、取付けタブを含まない：4.65 x 1.36 x 4.14 イ
ンチ

光ファイバーの曲が
り半径

プラスチックケーブル、被覆なし：25 mm (0.98 インチ )
プラスチックケーブル、標準被覆：25 mm (0.98 インチ )
プラスチックケーブル、ナイロン被覆：40 mm (1.6 インチ )
ガラスケーブル：30 mm (1.2 インチ )

光ファイバーケーブ
ルの減衰

プラスチックケーブル：650 nm のとき 140 dB/km
ガラスケーブル：820 nm のとき 6.0dB/km

光ファイバー外装材
の直径

プラスチックケーブル：1000 µm ± 60 µm
ガラスケーブル：230 µm +0/-10 µm

光ファイバーコネク
タ

F-SMA 標準ねじタイプコネクタ

光ファイバー芯の直
径

プラスチックケーブル：980 µm ± 60 µm
ガラスケーブル：200 µm ± 4 µm

光ファイバーの動作
温度

プラスチックケーブル：-55 ～ 85 ℃
ガラスケーブル：-20 ～ 85 ℃

光ファイバーの送信
範囲

プラスチックケーブル：1 ～ 32m
ガラスケーブル：1 ～ 200m

取付けねじの締付け
トルク

1.16 Nm (10 ポンドインチ )、M4 または #8 ねじを使用

モジュールの LED の状態

処置CP Ring OK
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モジュール当たりの
最大軸数

4 つのドライブおよび２つの補助フィードバック軸

消費電力 5.04W
電源の定格距離 2：モジュールは電源から 2 スロット以内の位置に取付

けること

SERCOS クラス クラス B ( 位置または速度 )
SERCOS データ速度 4M または 8M
SERCOS 動作サイク
ル

重要：Kinetix 6000 ドライブでのみ、0.5msec サイクルタ
イムが使用可能です。

• 4 M データ速度で最大 2 ドライブ：0.5msec サイクル
タイム

• 4 M データ速度で最大 4 ドライブ：1msec サイクルタ
イム

• 8 M データ速度で最大 4 ドライブ：0.5msec サイクル
タイム

重量 ( インチ単位 ) 7.11 オンス

重量 ( メトリック単位 ) 0.20kg

北米温度コード T4A

項目 説明
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項目 説明

動作時の温
度

IEC 60068-2-1 ( テスト Ad, 動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト Bd, 動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Nb, 動作時の耐熱衝撃性 )：
0 ～ 60 ℃ (32 ～ 140° F)

非動作時の
温度

IEC 60068-2-1 ( テスト Ab, 開梱状態、非動作時の耐寒性 )、
IEC 60068-2-2 ( テスト Bb, 開梱状態、非動作時の耐乾熱性 )、
IEC 60068-2-14 ( テスト Na, 開梱状態、非動作時の耐熱衝撃性 )：
-40 ～ 85 ℃ (-40 ～ 185° F)

相対湿度 IEC 60068-2-30 ( テスト Db, 開梱状態、耐湿性 )：
5 ～ 95% ( 結露なきこと )

振動 IEC 60068-2-6 ( テスト Fc, 動作時 )：
10 ～ 500 Hz のとき 5G

動作時の衝
撃

IEC 60068-2-27 ( テスト Ea, 開梱状態の衝撃 )：
30G

非動作時の
衝撃

IEC 60068-2-27 ( テスト Ea, 開梱状態の衝撃 )：
50G

エミッショ
ン

CISPR 11：
グループ 1, クラス A

静電放電 IEC 61000-4-2：
4kV 接点放電

8kV 空中放電

電磁放電 IEC 61000-4-3：
10V/m (1kHz 正弦波 80%AM 30 ～ 2000 MHz)
10V/m (200Hz 50% パルス、900MHz のとき 100%AM)
10V/m (200Hz 50% パルス、1890MHz のとき 100%AM)
1V/m (1 kHz 正弦波 80%AM 2000 ～ 2700MHz)

定格エンク
ロージャタ
イプ

なし ( 開放型 )
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認可

これらの認可は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣
言、認可、および他の承認の詳細は、www.ab.com の Product 
Certification リンクを参照してください。

認可 説明

c-UL-us UL にリストされている産業用制御装置、米国とカナダに対する認
可。UL File E65584 を参照してください。

クラス I, ディビジョン 2 グループ A, B, C, D 危険な領域に対して
UL リスト、米国とカナダに対する認可。UL File E194810 を参照し
てください。

CE EU 89/336/EEC EMC 指令、以下に準拠する：

EN 50082-2；産業用耐性

EN 61326；測定 / 制御 / 試験場、産業用要件

EN 61000-6-2；産業用耐性

EN 61000-6-4；産業用エミッション

EN 61131-2；プログラマブルコントローラ (Clause 8, Zone A & B)
C-Tick オーストラリア無線通信法、以下に準拠する：

AS/NZS CISPR 11；産業用エミッション
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追加情報

Allen-Bradley, CompactLogix, Kinetix, Logix5000, および Ultra3000 は、Rockwell Automation の

商標です。

Rockwell Automation に属さない商標は、それぞれの会社に所有権があります。

マニュアル名 Pub. No.
1768 CompactLogix 電源装置　インストレーションインストラ
クション

1768-IN001

CompactLogix コントローラ　インストレーションインストラ
クション

1768-IN004

CompactLogix EtherNet/IP 通信モジュール　インストレーショ
ンインストラクション

1768-IN002

CompactLogix コントローラ　ユーザーズマニュアル 1768-UM001
Motion Modules in Logix5000 Control Systems User Manual LOGIX-UM002
Logix5000 コントローラ　モーション・インストラクション・
セット・リファレンス・マニュアル

1756-RM007

1394 SERCOS インターフェイス多軸モーション・コントロー
ル・システム　インストレーションマニュアル

1394-IN002

1394 SERCOS インターフェイス多軸モーション・コントロー
ル・システム　インテグレーションマニュアル

1394-IN024

Ultra3000 ディジタル・サーボ・ドライブ　インストレーショ
ンマニュアル

2098-IN003

Ultra3000 ディジタル・サーボ・ドライブ　インテグレーショ
ンマニュアル

2098-IN005

Kinetix 6000 多軸サーボドライブ　インストレーションマニュ
アル

2094-IN001

Kinetix 6000 多軸サーボドライブ　インテグレーションマニュ
アル

2094-IN002

8720MC High Performance Drive Installation Manual 8720MC-IN001
8720MC High Performance Drive Integration Manual 8720MC-IN002
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Notes:
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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://support.rockwellautomation.com 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://support.rockwellautomation.com 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。

米国 1.440.646.3223 月曜日～金曜日、AM8:00 ～ PM5:00 
( 東部標準時間 )

米国以外 テクニカルサポートについては、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。
Publication Number 1768-IN005A-JA-P  -  December 2005 PN 953002-36
Copyright © 2005 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.
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