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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。『ソリッド・
ステート・コントロール　ソリッドステート機器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』（Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid
State Controls）（Pub.No. SGI-1.1 ）（当社の営業所または
http://www.rockwellautomation.com/literature/）からオンラインで入手可能）に、ソリッドステー
ト機器とハード配線エレクトロメカニカル機器との重要な相違点が記載されています。この相
違点、また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、取扱責任者は使用
目的が適切であるかどうかを充分確認してください。

Rockwell Automation, Inc. は、いかなる場合も、本機器の使用または適用により発生した間接
的または派生的な損害について一切の責任を負いません。

本書で使用した図表やプログラム例は内容を理解しやすくするためのものであり、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ることが
多いため、当社では図表やプログラム例に基づいて実際に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
発生しても、当社は一切責任を負いません。

Rockwell Automation, Inc. の書面による許可なく本書の全部または一部を複製することは禁じ
られています。

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
警告：本書の「警告」は、人身傷害または死亡、物的損害、または経済的
損失の原因となる可能性がある、危険な環境での爆発を引き起こす可能性
のある操作や状況に関する情報を示します。

注意
注意：本書の「注意」は、人身傷害または死亡、 物的損害、または経済的
損失の原因となる可能性がある操作や状況に関する情報を示します。危険
を識別、回避し、起こりうる結果の認識を助けるための注意事項。

感電の危険
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装置の上または内部にラベルを貼っています。

やけどの危険
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装置の上または内部にラベルを貼ってい
ます。

重要 本書の「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。
Drawing Number 10000181820 - September 2011

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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環境およびエンクロージャ

本機器に関する環境およびエンクロージャ情報のガイドラインに従っ

てください。

静電防止対策

本機器を取り扱う際は以下のガイドラインに従ってください。

注意 この機器は、過電圧カテゴリ II アプリケーション（IEC 60664-1
で定義）、高度 2000m（6562 フィート）までディレーティング
なしの産業用環境で使用することを意図しています。

この機器は、IEC/CISPR 11 に準拠したグループ 1, クラス A 産
業用機器とみなされます。
適切な予防措置を行なわない場合、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
するのは困難です。

この機器は「密閉型」装置として出荷されています。本書の「仕
様」のセクションに記載されたエンクロージャタイプ定格に対
応する場所で使用する場合は、追加のシステムエンクロージャ
は必要ありません。本書の以降のセクションには、特定の製品
の安全要件を満たすのに必要な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：
• その他の取付け要件については、『配線および接地に関する
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 250 および IEC 60529 を
参照してください。

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、静電気を放電してください。

• 認可された接地用リストストラップを着用してください。

• コンポーネントボード上のコネクタやピンに触れないでく
ださい。

• 装置内部の回路部品に触れないでください。

• 用意できれば、静電防止ワークステーションを使用使用して
ください。

• 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。
 Drawing Number 10000181820 - September 2011

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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13.56 MHz RFID EtherNet/IP インターフェイスブロックに

ついて

EtherNet/IP インターフェイスブロックは、EtherNet/IP を介して通信を行

なう DC24V I/O モジュールです。このブロックは最大 2 つの RFID イン

ターフェイスポートと 2 つの構成可能なポイントを備えています。これ

らのモジュールの密閉型の IP65, IP67, および IP69K ハウジングには、エ

ンクロージャは不要です。IP65, IP67, および IP69K 以外の環境要件では、

追加の適切なエンクロージャが必要になる可能性もあることに注意し

てください。I/O コネクタは密閉型 M12 スタイルです。

EtherNet/IP ネットワークでは、ネットワーク機能とスループットを向上

させるためのプロデューサ / コンシューマ通信などの高度なネットワー

ク技術を使用します。

高周波 13.56MHz RFID EtherNet/IP インターフェイスブロック

（1） 機能的なアースは、I/O ブロックの EtherNet/IP 通信回路を接地し、ネットワーク上のノイ
ズの影響を緩和するために設計されています。接続については、 10 ページの「EtherNet/IP
コネクタ」を参照してください。

機能的なアース（1）

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

ステータス LED

ノード・アドレス・
スイッチ

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

（IPD22, IPD22A）

M12入力コネクタ

M12出力コネクタ（IPS12, IPD22）
M12入力コネクタ（IPD22A）

補助電源
（M12 4ピンオス入力） 補助電源

（M12 4ピンメス
パススルー）
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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カタログ番号の説明

モジュールのカタログ番号の説明については、以下の表を参照してくだ

さい。

モジュールの取付け

モジュールを取付ける際は、以下のセクションを参照してください。

• ネットワークアドレスの設定（6 ページ）

• モジュールの取付け（7 ページ）

• I/O, ネットワーク、および補助ケーブルの EtherNet/IP インター

フェイスブロックへの接続（9 ページ）

Cat. No.
インターフェイス

ポート 入力 出力

ネットワーク

コネクタ 補助電源

56RF-IN-IPS12 1 トランシーバ 1 1

デュアル
D コード M12

デュアル
4 ピンミニ

56RF-IN-IPD22 2 トランシーバ 1 1

56RF-IN-IPD22A 2 トランシーバ 2 —
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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Drawing Number 10000181820 - September 2011

ネットワークアドレスの設定

I/O ブロックは 999 に設定され、DHCP が有効になったロータリスイッ

チが同梱されています。ネットワークアドレスを変更するには、以下の

いずれかを行ないます。

• モジュール前面にあるスイッチを調節する。

• ロックウェル・オートメーションのBootP/DHCPなどのDHCP（動

的ホスト構成プロトコル）サーバを使用する。

• 不揮発性メモリから IP アドレスを取得する。

I/O ブロックは、スイッチが有効な番号に設定されているかどうかを判

断するため、まずスイッチを読取ります。モジュール前面の 3 つのス

イッチを調節して、ネットワークアドレスを設定します（以下の図を参

照）。 スイッチを回すには小型のマイナスドライバーを使用します。ス

イッチの小さい切り込みを、使用する番号の設定に合わせます。有効な

設定は 001 ～ 254 です。

ネットワークアドレスの例

スイッチが有効な番号に設定されると、I/O ブロックの IP アドレスは

192.168.1.xxx になります（xxx はスイッチに設定した番号を示す）。I/O
ブロックのサブネットマスクは 255.255.255.0 であり、ゲートウェイアド

レスは 0.0.0.0 に設定されます。I/O ブロックがスイッチに設定された

ネットワークアドレスを使用すると、I/O ブロックには自分に割付けら

れたホスト名がないか、任意のドメインネームサーバを使用します。

スイッチが無効な番号に設定されている（例えば、000 または 888 を除

く 254 より大きい値）場合は、I/O ブロックは DHCP が有効になってい

るかどうかを確認します。DHCP が有効になっていれば、I/O ブロック

は DHCP サーバにアドレスを要求します。DHCP サーバは、他の伝送制

御プロトコル（TCP）パラメータも割付けます。

この例では
ネットワークアドレスを
63 に設定しています。

44233
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DHCP が有効になっていない場合、I/O ブロックは（他の TCP 構成可能

パラメータと共に）不揮発性メモリに保存されている IP アドレスを使

用します。

モジュールの取付け

モジュールを直接パネルまたはマシンに取付けるには、2 組の取付け穴

を使用します。取付け穴には 8 番（M4）なべ小ねじが適合します。締

付けトルクの仕様は 1.13Nm（10 ポンドインチ）です。

製品の寸法

モジュールの取付けについては、以下の概算寸法図を参照してください。

37
(1.46)

179
(7.05)

169
(6.64)

43.25
(1.7)

19.8
(78)

166.5
(6.56)

27
(1.06)
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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振動が多い場所へのモジュールの取付け

衝撃や振動にさらされる場所にモジュールを取付ける場合には、モ

ジュールの取付けに平ワッシャと止めワッシャを使用することをお奨

めします。以下の取付け図に示すように、平ワッシャと止めワッシャを

取付けます。取付けねじを 1.13Nm（10 ポンドインチ）のトルクで締付

けます。

振動の多い場所への取付け

ロック
ワッシャ

フラット
ワッシャ
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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I/O, ネットワーク、および補助ケーブルの

EtherNet/IP インターフェイスブロックへの接続

EtherNet/IP インターフェイスブロックには、I/O および RFID インター

フェイス用の 5 ピンのマイクロ型コネクタがあります。モジュールの未

使用コネクタをカバーするキャップも用意しています。選択したクイッ

ク・ディスコネクト・コードセットを、モジュールから適切なポートに

接続します。

I/O コネクタ

 

 

1 2

4

5

3

マイクロ型 5 ピン入力メスコネクタ

（コネクタ内部図）

入力ピン配列 :
ピン 1  センサ電圧

ピン 2  未使用

ピン 3  リターン

ピン 4  デジタル入力

ピン 5  未使用（シールド）
44807

1 2

4

5

3

マイクロ型 5 ピン出力メスコネクタ

（コネクタ内部図）

出力ポートピン配列 :
ピン 1 未使用

ピン 2 未使用

ピン 3 リターン

ピン 4 デジタル出力

ピン 5 未使用（シールド）44807

1 2

4

5

3

（コネクタ内部図）

RFID ピン配列 :
ピン 1 センサ電圧

ピン 2 データ +
ピン 3 リターン

ピン 4 データ -
ピン 5 未使用（シールド）

44807

RFID トランシーバインターフェイス
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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EtherNet/IP コネクタ

  

重要 1585D-M4DC-H: ポリアミド小型ボディシールドなし、または

1585D-M4DC-SH: 亜鉛ダイキャスト大型ボディのシールド付

き組合せコネクタを、D コード M12 メスネットワークコネク

タに使用します。

重要 2つのツイストペアCAT5E UTPまたはSTPケーブルを使用し

ます。

注意 漏れを防止するには、接続が適切に密閉され、IP エンクロージャ

タイプ要件を満たすように、すべてのコネクタとキャップが

しっかりと締められていることを確認してください。

4

2

3 1

5

D コード M12 ネットワーク・メス・コネクタ

（コネクタ内部図）

ピン 1  M12_Tx+
ピン 2  M12_Rx+
ピン 3  M12_Tx-
ピン 4  M12_Rx-
ピン 5 コネクタ・シェル・シールド FE44808

D コード

M12 ピン

ワイヤの色 信号 8 線式モジュール式

RJ45 ピン

1 白 - オレンジ TX+ 1

2 白 - 緑 RX+ 3

3 オレンジ TX- 2

4 緑 RX- 6
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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構成図

ロックウェル・オートメーションのケーブルとコードセット製品につい

ては『On-Machine 接続カタログ』を参照するか、または

www.ab.com/e-tools/ で使用可能な構成ツールを使用してください。

機能的なアース（1）

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

ステータス LED

ノード・アドレス・
スイッチ

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

（IPD22, IPD22A）

M12入力コネクタ

M12出力コネクタ（IPS12, IPD22）
M12入力コネクタ（IPD22A）

補助電源
（M12 4ピンオス入力） 補助電源

（M12 4ピンメス
パススルー）
 Drawing Number 10000181820 - September 2011

http://www.ab.com/e-tools/
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補助電源ケーブル

以下の図に示すように、マイクロ型 4 ピンメスをマイクロ型 4 ピン・オ

ス・リセプタクルに取付けます。メス側は、電源から別の装置へのデイ

ジーチェーンに使用します。電源接続は 4A に制限されます。デイジー

チェーン方法を使用している場合は、接続可能なインターフェイスブ

ロックの最大数は、各ブロックで消費される合計電力で決定されます。

以下に、補助電源コネクタのピン接続を示します。

出力ポートの電力は、インターフェイスブロックの残りの部分への電力

から分離されています。これにより出力装置をオフにしても、トラン

シーバ、入力ポート、EtherNet/IP 接続への電力を保持することができま

す。出力がマシン制御システムの安全関連部分に接続されている場合、

アクチュエータをオフにしても、診断情報はマシン制御システムで引き

続き使用可能です。

重要 電源は、まずオスコネクタに接続する必要があります。電源を

メスコネクタに接続して、オスコネクタを剥き出したままにし

ないでください。オスコネクタのピンは、短絡を起こす DC24V
の電位を持つようになります。
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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LED インジケータの説明

このモジュールには以下のインジケータがあります。

• EtherNet/IP のネットワーク、モジュール、リンクのステータス
インジケータ

• 補助電源インジケータ

• 入力と出力の個々の I/O ステータスインジケータ   

モジュールのインジケータの状態

ステータス 説明

モジュール

ステータス
LED

消灯 デバイスに電力が供給されていない。

緑色に点滅 スタンバイ

緑色 デバイスは正常に機能している。

赤色に点滅 回復可能なフォルト

赤色 回復不能なフォルト。デバイスの交換が必要な

可能性がある。

機能的なアース（1）

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

Ethernet/IP Dコード
M12コネクタ

ステータス LED

ノード・アドレス・
スイッチ

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

M12コネクタ
トランシーバインターフェイス

（IPD22, IPD22A）

M12入力コネクタ

M12出力コネクタ（IPS12, IPD22）
M12入力コネクタ（IPD22A）

補助電源
（M12 4ピンオス入力） 補助電源

（M12 4ピンメス
パススルー）
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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ネットワーク

ステータス
LED

消灯 デバイスが初期化されていないか、モジュール

に IP アドレスが存在しない。

緑色に点滅 デバイスに CIP コネクションが存在しない。

デバイスに IP アドレスはあるが、CIP コネク

ションが確立されていない。

緑色 デバイスはオンラインで、IP アドレスがあり、

CIP コネクションが確立されている。

赤色に点滅 1 つまたは複数のコネクションがタイムアウト

した。

赤色 モジュールが、その IP アドレスがすでに使用

されていることを検出した。

リンク 1 と

リンク 2 の
LED

消灯 リンクが確立されていない。

緑色 リンクが示されたポートで 100Mbps で

確立されている。

緑色に点滅 リンク活動が示されたポートで 100Mbps で

存在している。

黄色 リンクが示されたポートで 10Mbps で

確立されている。

黄色に点滅 リンク活動が示されたポートで 10Mbps で

存在している。

補助

ステータス

消灯 電力なし

緑色 通信中

トランシーバ・

モジュール・

ステータス
LED

緑色 電源投入

消灯 電力なし

トランシーバ 
リード / ライト
LED

緑色 通常動作

緑色に点滅（短い間隔） 通信中

アンバーに点滅（短い間隔） タグ検出

赤色に点滅（長い間隔） 通信エラー

緑色に点滅（長い間隔） タグなし

I/O LED 消灯 I/O オフ

黄色 I/O オン

重要 モジュールが POST（電源投入時の自己テスト）を完了する
間、モジュールステータス LED インジケータが最大 30 秒間赤
色と緑色で点滅する。

モジュールのインジケータの状態

ステータス 説明
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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仕様

EtherNet/IP インターフェイスブロック入力 – 56RF-IN-IPS12, 
56RF-IN-IPD22, 56RF-IN-IPD22A

属性 値

入力数 2 – 56RF-IN-IPD22A
1 – その他すべてのモジュール

入力タイプ シンク、DC24V

オフ時最大入力電圧 DC5V

オン時最大入力電圧 DC30V

オン時公称入力電圧 DC24V

オン時最小入力電圧 DC11V

オフ時最大入力電流 DC5V のとき 1.5mA

オン時最大入力電流 DC30V のとき 5mA

センサソース、最大電圧 DC30V

センサソース、最小電圧 DC10V

入力遅延時間
ON から OFF
OFF から ON

0 ～ 16000 μs

絶縁電圧 50V（連続）、基本絶縁タイプ、入力とセンサ電源から
ネットワーク
個々の入力間またはネットワークチャネル間の絶縁なし
60 秒間 DC707V で型式テスト済み

EtherNet/IP インターフェイスブロック出力 – 56RF-IN-IPS12 および
56RF-IN-IPD22

属性 値

出力数 1

出力タイプ ソース、DC24V

オン時最大出力電圧降下 DC0.5V

オフピークブロック、
最小電圧

DC30V

オン時最大出力電圧 DC30V

オン時最小出力電圧 DC11V
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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オン時公称出力電圧 DC24V

オン時最大出力電流 0.5A

オフ時最大出力漏れ電流 50μA

出力当たりの最大サージ電流 10msec 間 1.2A, 2 秒ごとに反復可能

絶縁電圧 50V（連続）、基本絶縁タイプ、出力と出力電源から
ネットワーク
個々の出力間または出力と出力電力間、または
ネットワークチャネル間の絶縁なし
60 秒間 DC707V で型式テスト済み

EtherNet/IP インターフェイスブロック RFID – 56RF-IN-IPS12 および
56RF-IN-IPD22

属性 値

電圧 DC24V（-20 ～ +10%）

RFID ポート当たりの最大出力
電流

DC24V のとき 100mA

一般仕様

属性 値

補助電源電圧 DC24V（-20 ～ +10%）

モジュール当たりの最大補助電流 4 A

RFID トランシーバポート当たりの
最大出力電流

DC24V のとき 100mA

I/O ポート当たりの出力装置電源の
最大電流

30V のとき 0.5A

I/O ポート当たりの入力装置電源の
最大電流

30V のとき 5mA

通信速度 EtherNet/IP
10/100Mbps
全二重または半二重
セグメント当たり 100m

EtherNet/IP インターフェイスブロック出力 – 56RF-IN-IPS12 および
56RF-IN-IPD22

属性 値
Drawing Number 10000181820 - September 2011
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LED インジケータ モジュールステータス - 赤色 / 緑色
ネットワークステータス - 赤色 / 緑色
リンクステータス - 緑色 / 黄色
補助電源 - 緑色
I/O LED - 黄色

概算寸法（HxWxD） 179x37x43.25mm（7.05x1.46x1.7 インチ）

概算重量 0.2kg（0.45 ポンド）

エンクロージャタイプ定格 IP67 および IP69K

配線カテゴリ(1) 1 - 信号ポート
1 - 電源ポート
1 - 通信ポート

(1) 導線の敷設を計画するときは、この導線カテゴリ情報を使用してください。詳細は、『配
線および接地に関するガイドライン』（Pub. No. 1770-4.1）を参照してください。

環境条件

項目 値

動作温度 IEC60068-2-1/2, テスト Ad/Bd
耐寒性 : -20 ℃（-4°F）
耐乾熱性 : 60 ℃（140°F）
勾配 : 1 ℃（33.8°F）/min
期間 : 絶縁テストで 33.6 時間

保管温度 IEC60068-2-1/2, テスト Ad/Bd
耐寒性 : -40 ℃（-40°F）
耐乾熱性 : 85 ℃（185°F）
勾配 : 1 ℃（33.8°F）/min
期間 : 絶縁テストで 33.6 時間

相対湿度 IEC60068-2-30, テスト Db
温度サイクル範囲 : 20-60-20 ℃（68-140-68°F）
湿度サイクル範囲 : 80 ～ 95%（結露なきこと）

振動 IEC60068-2-6
周波数範囲 : 10 ～ 500Hz
加速度 : 5
変位 : 0.030 インチ（ピーク・ツー・ピーク）
期間 : 1 分の掃引速度当たり 1 オクターブ
掃引数 : 10
垂直取付け

動作時の衝撃 IEC60068-2-27
加速度 :30 G, 11msec
垂直取付け

一般仕様

属性 値
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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非動作時の衝撃 IEC60068-2-32, テスト Ea
加速度 :50G, 11msec
垂直取付け

エミッション IEC61000-6-4,（CISPR11）
クラス A

静電放電に対する耐性
（動作基準 B）

IEC61000-4-2
間接（連結プレート）: ±6 kV 接点放電
直接（「初期接点のポイント」へ）: ±6kV 接点放電、
±8kV 空中放電

電磁放電
（動作基準 A）

IEC61000-4-3, ENV50204
80 ～ 1000MHz: 10V/m（1kHz 正弦波 80% AM のとき）
1 ～ 2GHz: 10V/m（1kHz 正弦波 80% AM のとき）
900MHz パルス : 10V/m（（200Hz 50% パルス 100% AM のとき）
1.89GHz パルス : 10V/m（（200Hz 50% パルス 100% AM のとき）
2 ～ 2.7GHz: 1V/m（1kHz 正弦波 80% AM のとき）

高速過渡過電流
イミュニティ

（動作基準 B）

IEC61000-4-4
DLR ポート : 5 分間 5kHz のとき ±3kV のクランプ注入
モジュールと出力電源 : 5 分間 5kHz のとき ±3kV クランプ注入
デジタル I/O: 5 分間 5kHz のとき ±3kV のクランプ注入
アナログ I/O: 5 分間 5kHz のとき ±3kV のクランプ注入
アース :  5 分間 5kHz のとき ±3kV のクランプ注入

サージ過渡イミュニティ
（動作基準 B）

IEC61000-4-5
DLR ポート : 2Ωのとき ±2kV コモンモード
モジュールと出力電源 : 12Ωのとき ±2kV コモンモード、
2Ωのとき ±2kV ディファレンシャルモード
シールド付きデジタル I/O: 2Ωのとき ±2kV コモンモード
シールド付きアナログ I/O: 2Ωのとき ±2kV コモンモード

伝導性放射イミュニティ
（動作基準 A）

DLR ポート、モジュール電源、出力電源、デジタル I/O, 
およびアナログ I/O
150kHz ～ 80MHz, CDN 注入
10V（1kHz 正弦波 80% AM のとき）

環境条件

項目 値
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認可

認可（製品がマーク

されている場合）(1)
値

CE EU 2004/108/EC EMC 指令、以下に準拠する。
EN 61326-1; 測定 / 制御 / 試験場、産業要件
EN 61000-6-2; 産業イミュニティ
EN 61000-6-4; 産業エミッション
EN 61131-2; プログラマブルコントローラ

（第 8 条、ゾーン A および B）

EtherNet/IP Ethernet/IP 仕様に対して ODVA 適合性をテスト済み

(1) 適合性宣言、認可、その他の承認については、http://www.ab.com の Product Certification
リンクを参照してください。
 Drawing Number 10000181820 - September 2011
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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資料を Web から提供
しています。
http://www.rockwellautomation.com/support/ 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テクニカル電話サポートのために、TechConnectSM

サポートプログラムを提供しています。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://www.rockwellautomation.com/support/ 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。初めに製品を始動して稼働させるためにヘルプが必要な場合
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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。

マニュアルに関するご意見やご要望 

お客様のコメントは、お客様のニーズに合ったマニュアルを提供するために役に立ちます。本
マニュアルを改良するためのご提案がある場合、http://www.rockwellautomation.com/literature/ で
RA-DU002 の書式に記入してください。

Allen-Bradley、Rockwell Automation、ArmorBlockおよびTechConnectは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
Rockwell Automation に属さない商標は、それぞれの企業に所有権があります。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ以外 テクニカルサポートについては、
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html
の Worldwide Locator を参照するか、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。
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