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ようこそ
大切なお客様へ

Rockwell Automation®のTechConnectSMサポート契約をご購入いただきありがとうございます。

当社は、問題のトラブルシューティングや、オートメーション装置に関連するパフォーマンスの改善に必要なツールやリソースを
お客様にすぐに提供できるよう努力しております。

本ガイドは、効率的なサービスを提供し、TechConnectサポート契約のメリットを最大限に活用できるよう構成されています。
以下の情報をよくお読みいただき、いつでも参照できるように本ガイドを保管しておいてください。また、以下のことをお奨めし
ます。

次のリンクから当社サポートセンターおよびナレッジベースに登録してください。 rockwellautomation.custhelp.com

迅速なサービスを提供できるよう、下記の欄に各情報を記入してください。

TechConnectサポートセンターの認証番号
 

サポートの電話番号

TechConnectサポートに関するご質問がございましたら、ロックウェル・オートメーションのサポートセンターから、Find Your 
Local DistributorまたはFind Your Rockwell Automation Sales Officeユーティリティをご利用ください。

TechConnectサポートをご購入いただき、誠にありがとうございました。生産目標および事業目標の実現に向け、お客様のオート
メーション資産のパフォーマンスが最適化されることを期待しています。

どうぞよろしくお願いいたします。

ロックウェル・オートメーションのサービス

1201 South Second Street | Milwaukee | WI 53204 | Tel. (414) 382-2000
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はじめに
技術的なトラブルは頭痛の種となり、生産パフォーマンスを妨げる
ことになりかねません。TechConnectSMサポート契約は、生産
上の問題の迅速な解決からトレーニングの改善、ソフトウェアアッ
プデートの効率化まで、お客様のさまざまな課題に対処するため
に必要な知識やサポートを提供します。

TechConnectサポートの
メリットの概要
オンラインサポートとサポート履歴にアクセスして問題を解決

• 質問をオンラインで送信したり、高度な訓練を受けた 
技術サポートエンジニアとのライブチャットが可能

• 個人向けポータルを使用して、電話およびオンラインでの 
やりとりの管理、製品に関する通知の受信、お気に入りの 
コンテンツの保存が可能

問題にすぐに対応

• 設置および構成、トラブルシューティング、または技術的な 
問題の診断を支援できる当社の製品スペシャリストによる 
迅速なバックアップと速やかな稼働のサポート

• 年中無休 24時間のサポート体制で、必要な場合に当社の 
スペシャリストが対応

トレーニングの管理

• 割引料金によるLearning+のサブスクリプションを使用して、 
トレーニングのニーズに応え、従業員のパフォーマンスを改善し
ます。

ソフトウェア更新の優れた管理

• 最新のソフトウェア更新にアクセスして危機を防ぎ、機能を 
向上し、より良いユーザエクスペリエンスを実現

拡張現実による速やかな問題の解決

• 当社のデジタル・アシスト・ライブラリは拡張現実を使用して、
Allen-Bradleyの製品の修理と保守完了までの適切な手順を
案内します。

• 経験豊富な当社の技術者がLive View Support ™を活用し、
ライブ・ビデオ・フィードを共有しながらユーザの機器をリアル
タイムで確認し、ハードウェアの修理について具体的かつ詳細
な手順を説明します。
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技術サポートへの連絡方法
お客様は、契約に記載されている製品 /ソフトウェアに基づいて提供されるものしか受取ることはできません。例えば、お客様が
Studio 5000®サブスクリプションソフトウェアをお持ちで、CompactLogix ™コントローラの問題について技術サポートに電話
をしても、サポートは提供されません。当社のエンジニアは、お客様の有効なサポート契約の対象となっている製品のみサポー
トを提供します。サポート契約には、TechConnect、永久メンテナンス、サブスクリプション、ツールキット、ThinManager®およ
びESAFE®が含まれます。

有効な契約を締結したお客様は、以下の4つの方法で技術サポートエンジニアに問い合わせることができます。

1. 電話サポート: 電話サポートにより、ただちに問題に対応します。当社のエキスパートが、いつでも必要なときに対応できるよう、
年中無休 24時間体制で待機しています。ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約を結んだお客様には、指定の認証番号
が与えられます。この番号はウェルカムキット内やナレッジベースのアカウントプロファイル内に記載されています。技術サポー
トチームに電話で連絡する場合は、代表電話番号 (フリーダイヤル )1-888-382-1583または 1-440-646-3434を使用してくだ
さい。発信したら、サポート資格の認証番号を入力してください。

2. チャットライブ: ナレッジベースを使用して次のサイトで技術サポートのエンジニアとライブチャットをしてください。 
rockwellautomation.custhelp.com

3.  フォーラム : 仲間の発言の参照、質問、質問への回答、他の業界プロフェッショナルとの情報交換を行なうことができます。 
ナレッジベースを使用して、多数のフォーラムの 1つでチャットをしてみてください。

4. 質問の送信/電子メール : 急を要しない質問は、電子メールで当社の技術サポートエンジニア宛てに送信してください。 
ナレッジベースを使用して、質問を送信してください。

5. ライブビュー : リアルタイムの映像を技術エキスパートと直接共有します。この機能を使用するには、ユーザがモバイル機器
にVuforia Chalkアプリをダウンロードし、メールアドレスを使用して無料のアカウントを作成してログインする必要があり
ます。TechConnectのサポートを依頼すると、当社の技術エキスパートは、ライセンスを必要とせずにVuforia Chalkのす
べての機能のロックを解除するコードを共有します。これにより、デバイスのカメラを使用したリアルタイムの映像を共有で
きるようになり、問題の明確化を助け、トラブルシューティングのプロセスを加速します。

お客様の問い合わせの価値を最大限にいかす
お客様からサポートの要請があった場合は、以下の情報についてお尋ねしますので、手元に用意しておいてください。

1. TechConnectサポート契約の認証番号

• この番号は、サポート契約またはウォレットカードに記載されています。これは、本ガイドの 2ページにお客様自身が
記入した番号です。この番号が見つからない場合は、お客様の名前と施設の場所をお尋ねします。

2. 製品名、説明、シリーズ/リビジョン/バージョン番号

3. システム構成とコンポーネント(オペレーティングシステムなど )

4. 電話サポートをリクエストした原因の一連の事象

5. エラーメッセージの全文 (該当する場合 )

• さらに、適切な対応ができるよう、応対する電話サポート担当者に事態の緊急度を伝えてください。ガイドとして以下を
使用してください。

1. 操業や事業への影響がわずかなものやすぐには影響しない問題の場合、回答やサポートが必要なときの緊急度は
MEDIUMに分類してください。通常の状況では、初回の対応で問題が解決されなくても許容することに同意するもの
とします。

2. 操業や事業に直接影響する問題に対して回答やサポートが必要なときの緊急度はHIGHに分類してください。緊急度の
高い状況では、システムまたはプロセスが稼働状態であってもフル稼働の状態ではありません。このような場合、可能
であれば即時または即日の解決が必要です。

重要 : システムまたはプロセスがダウンしているため、早急な解決を必要とする場合は、この状況を電話サポート担当者に直接伝え、VERY HIGHに分類する
必要があります。このような状況では、追加技術サポートとエンジニアリングリソースを活用して、問題を迅速に解決します。技術サポートの提案を実施し、即
時フォローアップを実施してください。これを実施されない場合は、状況の緊急性を下げることがあります。
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オンライン・サポート・センター
ロックウェル・オートメーションのサポートセンターは、技術情報、サポート、および支援のためのオンラインリソースです。技術的
な疑問点に対する解決策を迅速に見つけることができるため、生産性が向上し、時間とコストの節約にもつながります。サポート
センターを利用して、質問に対する回答をナレッジベースで検索、フォーラムで仲間と対話、オンラインで質問を送信、Your 
TechConnect Account機能を使用して情報をブックマーク、アップデート通知のリクエスト、当社の優れたエンジニアとの
チャットなどを行なうことができます。

TechConnectサポートを提供する同じエンジニアがメンテナンスを行なうサポートセンターには、ナレッジベースがあります。
これは、実際のサポート・サービス・チケットからのハードウェアおよびソフトウェアソリューションによって更新されるオンライン
データベースです。すべてのTechConnectサポート契約に含まれているナレッジベースは、約 40,000のテクニカルノート、 
ドキュメント、およびソリューションにご希望の言語でアクセスできます。また、質問を送ったり、当社の技術サポートエンジニアと
ご希望の言語でライブチャットしたりすることもできます。

サポートセンターの詳細は、サービスプロファイルを参照してください。

オンライン・サポート・センター (ナレッジベース )アカウントの作成 
TechConnectサポート契約を開始するには、まずアカウントを作成する必要があります。アカウントの作成方法については、
Get Helpメニューでサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いただくか、またはナレッジベースの 
回答 ID 452148に掲示されているジョブ支援を使用してください。

ナレッジベースの検索方法
ナレッジベースの検索方法については、Get Helpメニューでサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いた
だくか、またはナレッジベースの回答 ID 452148に掲示されているジョブ支援を使用してください。

TechConnect Accountタブは、個人的な情報ライブラリとして機能します。この機能の使用方法については、Get Helpメニュー
でサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いただくか、またはナレッジベースの回答 ID 452166に掲示さ
れているジョブ支援を使用してください。

フォーラムの活用
当社のフォーラムコミュニティは、幅広いトピックについてピア・ツー・ピアのサポートを提供しています。回答の検索、解決策の
提案、自身のフォーラムディスカッションの開始などを行なうことができます。フォーラムの使用方法については、Get Helpメニュー
でサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いただくか、またはナレッジベースの回答 ID 452161に掲示さ
れているジョブ支援を使用してください。

質問の送信方法
質問の送信機能を使用すると、特定の製品に関する質問を技術サポートエンジニアに電子メールで送信できます。ナレッジベース
の検索方法については、Get Helpメニューでサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いただくか、または
ナレッジベースの回答 ID 44451に掲示されているジョブ支援を使用してください。

質問にはサービスチケット番号が割付けられます。TechConnectをご利用されているお客様への電子メールによる目標回答
時間は、24営業時間です。

重要：Submit Questions (質問の送信 )機能は、TechConnectサポート認証番号を入力した場合のみ使用できます。急を要する
事態が発生しており緊急なサポートが必要な場合は、オンラインサポート要請を送信しないでください。かわりに、お客様のサイト
契約に記載されている (本ガイドの 3ページに記載した )電話番号に電話してください。
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ロックウェル・オートメーションのエンジニアとのライブチャット方法
ライブチャットにより、当社の技術サポートエンジニアからリアルタイムでサポートを受けることができます。ライブチャットは、 
インターネットアクセスが可能な場所で問題を解決するのに最適です。チャット後、その内容を印刷もしくは電子メール送信する
か、または保存してTechConnect Accountタブから後で参照することができます。

チャットの方法については、Get Helpメニューでサポートセンターに掲示されているビデオチュートリアルをご覧いただくか、 
またはナレッジベースの回答 ID 452163に掲示されているジョブ支援を使用してください。
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サポートオプションの一覧
アプリ 
ケーション
サポート

システム 
サポート

製品 
サポート

セルフ 
アシストの 
サポート

支援サービス 説明

• •
リアルタイムの 
アプリケーションの 
リモートサポート

サポートチームの結成 /専用の電話および電子メール/ 
ドキュメントとコードの説明 /アプリケーション知識の管理 / 
定期的なパフォーマンス見直し

• 管理 非常時のバックアップ/パフォーマンスの調整 / 
フィールドサービス呼出しを保証 /マネージドサービス 

• • • •
リアルタイムの 
システムの 
リモートサポート

標準の製品とプログラミングソフトウェア/高度なソフトウェア/ 
積極的なフォローアップ/1つの窓口で解決

•  •  
高度なエンジニアリングの
専門知識

産業用オートメーション業界で豊富な経験を持つ当社のシステム
レベルのサポートエンジニアによるサポートを利用可能

• •
リモートモニタ

オートメーションのエキスパートがきわめて重要な資産をモニタ  
ロックウェル・オートメーションの施設での装置やプロセスの 
モニタおよびアラーム (警告 )と、トラブルシューティングのための
履歴データへのリモートアクセス

• • • • • • リアルタイムの製品 
電話サポート

標準の製品およびプログラミングソフトウェア/ 
電話サポートと生のチャットサポートが20以上の言語で利用可能 / 
リモートのデスクトップトラブルシューティング

•  •  •  •  
Learning+ 
サブスクリプション

高度なインタラクティブ学習機能によるレッスン、ソフトウェア 
シミュレーションおよびデモビデオにより、学習効果を高めます。 
デジタル教材を活用した、インストラクタによる定期バーチャル 
トレーニングも含まれています。

•*  •*  •*  Live View Support ™
ロックウェル・オートメーションの技術者がライブビデオと拡張 
現実 (AI)機能による注釈を活用してお客様とつながり、支援する、
高度なサポート体験です。

• • • ソフトウェアメンテナンス II ソフトウェア更新メディア/非常時のソフトウェア交換

•  •  •  ジーニアスウェブセミナー オンライン技術セミナーのオンデマンドライブラリにアクセスして 
知識を増やし活用しましょう。

•  •  •  •  
デジタル・アシスト・ 
ライブラリ

作業指示のクラウドホスト型の拡張現実ライブラリ 仮想現実を 
利用して適切な手順に従いながら、Allen-Bradley®のハードウェ
アの修理と保守に関連するタスクを完了します。

•  •  •  •  ソフトウェアメンテナンス I ソフトウェア更新のダウンロード

• • • • オンライン・サポート・ 
センターへのアクセス

ナレッジべースのテクニカルノート/対話式のフォーラム/ 
製品通知 /サービスチケットの管理 /電子メールによる疑問点の
送信

•  あり　　　•  オプションでアップグレード可能　　　•  年中無休 24時間体制のサポートへのアップグレードオプション

* 中国またはロシアでは利用不可

TechConnectサポートの 
オプション
ロックウェル・オートメーションは、お客様のビジネスニーズに応えるため、段階的なレベルでサポートを提供しています。利用
可能なすべてのサポートレベルのオプションについては以下の表を参照してください。
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サポートレベル サポートサービスの説明

アプリケーションサポート

専任の技術サポートエンジニアのチームがお客様のパートナとなり、主要なアプリケーションをサポートします。このチーム
は、お客様の施設を調査し、アプリケーションについて理解し、システムの図面とドキュメントを集めます。その後、お客様
の社外サポートスタッフとして、技術アカウント管理と定期的なコンサルティングを行ないます。アプリケーションサポート
には、製品サポートのサポート項目、システムサポート、および以下のサポート項目が含まれます。
リアルタイムのアプリケーションレベルのサポート
専任のサポートチーム/専用の電話および電子メール/ドキュメントとコードの説明 /アプリケーション知識の管理 / 
定期的なパフォーマンスの見直し
監視およびアラームのオプション
ロックウェル・オートメーションの施設での、またはリモートでの装置またはプロセスのモニタとアラーム/ 
トラブルシューティングのための履歴データへのアクセス
アプリケーションレベルの管理のオプション
非常時のバックアップ/パフォーマンスの調整 /フィールドサービスの呼出しを保証

システムサポート

システムサポートでは、お客様の電話を、ロックウェル・オートメーションの制御システムの専門知識が豊富な技術サポート・
エンジニア・グループに転送します。解決策やフォローアップによりお客様の問題に対処するエンジニアと連携して作業でき
ます。システムサポートには、製品サポートのサポート項目、および以下のサポート項目が含まれます。
リアルタイムのシステムレベルのサポート
標準の製品とプログラミングソフトウェア/高度なソフトウェア/積極的なフォローアップ/1つの窓口で解決
高度なエンジニアリングの専門知識
産業用オートメーション業界で長年の経験を持つ当社のシステムレベルのサポートエンジニアによるサポートを利用可能

製品サポート*

必要に応じて、ロックウェル・オートメーションの技術サポートエンジニアからリアルタイムの電話サポートを受けることが
できます。当社のエンジニアは、当社の製品、ソフトウェア、および旧式のハードウェアに関する豊富な知識があり、リモート・
デスクトップ・テクノロジを使用して、トラブルシューティングや製品構成の迅速なサポートを行ないます。
製品サポートには、セルフアシストのサポート項目、および以下のサポート項目が含まれます。
リアルタイムの製品レベルのサポート
標準の製品およびプログラミングソフトウェア/電話サポートと生のチャットサポートが20以上の言語で利用可能 / 
リモートのデスクトップトラブルシューティング
Learning+サブスクリプション
高度にインタラクティブな学習機能によるレッスン、ソフトウェアシミュレーション、およびデモビデオにより、学習効果を 
高めることができます。デジタル教材を活用した、インストラクタによる定期バーチャルトレーニングも含まれています。
ソフトウェアメンテナンス II
ソフトウェア更新メディア/非常時のソフトウェア交換
ライブ・ビュー・サポート
ロックウェル・オートメーションの技術者がライブビデオと拡張現実機能による注釈を活用してお客様とつながり支援する、
高度なサポート体験です。
ジーニアスウェブセミナー
オンライン技術セミナーのオンデマンドライブラリへのアクセスによって知識を広げ、取得した知識を適用できます。

セルフアシストの サポート

技術情報、サポート、および支援のためのオンラインリソースであるナレッジベースを使用できます。ナレッジベースによって
技術的な質問に対する解決策を迅速に見つけることができるため、生産性が向上し、時間とコストの節約にもつながります。
ナレッジベースは、TechConnectサポートを提供するエンジニアがメンテナンスを行なっており、実際のサポートケースの
ハードウェアおよびソフトウェアのソリューションによって更新されます。これらの更新は動的に取得されます。セルフアシス
トには、以下のサポート項目が含まれます。
デジタル・アシスト・ライブラリ
当社のデジタル・アシスト・ライブラリは仮想現実を利用して適切な手順に従いながら、Allen-Bradleyの製品の修理と
保守作業を完了します。
ソフトウェアメンテナンス I
ソフトウェア更新のダウンロード
オンライン・サポート・センターへのアクセス
ナレッジべースのテクニカルノート/対話式のフォーラム/製品通知 /サービスチケットの管理 /電子メールによる疑問点の
送信

サポートオプションの詳細
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その他のサポート契約
(サブスクリプション、ツールキット、ThinManagerなど )

メンテナンス付き恒久ソフトウェア契約
ロックウェル・オートメーションは、メンテナンス契約にバンドルされた恒久ソフトウェアライセンスを提供しています。お客様は
購入時にメンテナンス契約の期間を選択します。この契約では、最新のソフトウェアの更新および機能拡張にすぐにアクセスでき
るほか、オンデマンドの技術サポートの当社のナレッジベースにもアクセスできます。

サポートで受けられる内容
• 質問の送信
• ソフトウェアの更新
• ナレッジベース
• 電子的ソフトウェア更新

サポートのアップグレードが可能なオプション
• 電話サポート(月曜～金曜の午前 8時～午後 5時 )
• 年中無休の24時間電話サポート

サブスクリプションソフトウェア契約
ロックウェル・オートメーションは、当社のソフトウェアのサブスクリプションライセンスを提供しています。サブスクリプションを
契約したお客様は、定期的にライセンスを購入して、将来のバージョンへのアップグレードや技術サポートを利用できます。

サポートで受けられる内容
• 電話サポート(月曜～金曜の午前 8時～午後 5時 )
• チャットサポート
• 質問の送信
• ソフトウェアの更新
• ナレッジベース
• 電子的ソフトウェア更新

サポートのアップグレードが可能なオプション
• 年中無休の24時間電話サポート

ThinManagerサポート
メンテナンスとサブスクリプションによる恒久的なソフトウェアの使用

一般的なサポートの質問の場合、電話番号 1-888-382-1583のロックウェル・オートメーションのサポートラインにご連絡くださ
い。ThinManager®関連の質問は、直通電話 678-735-7432、または電子サポート宛てに質問を送信してください。ライブ電話
技術サポートは、月曜から金曜の午前 8時から午後 5時、またはオプションで24時間年中無休で利用できます。電話および電
子メールによるサポートは両方とも、製品ライセンス/シリアルナンバーがソフトウェアメンテナンスの対象となっているものだけ
が利用できます。さらにシステム内のすべてのThinManager製品ライセンス/シリアルナンバーがソフトウェアメンテナンスのメ
リットを利用するためには最新である必要があります。

ソフトウェアメンテナンスで最新でない製品ライセンス/シリアルナンバーを含むシステムのサポートの電話 /電子メールは、
ThinManagerインサイド・セールス・チームに転送されます。最新のソフトウェアメンテナンスおよびソフトウェアバージョンへの
ロードマップが詳細に説明され、お客様の仕様に応じて見積もりいたします。注文書が確定し、ソフトウェアメンテナンスの対象
への支払い手続きがすぐに行なわれた場合、以下の特典が再度利用できるようになります。

• ライブ電話の電子技術サポートの利用資格
• ソフトウェアメンテナンスが失効していた間に発行されたすべての新規バージョンの配布
• トレーニング/旧式製品のアップグレードの特別割引き資格
• V-FLEXライセンスへの下取りクレジットの権利

サポートのアップグレードが可能なオプション
• 年中無休の24時間電話サポート
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ツールキット
ツールキットとは、ソフトウェア製品のアクティベーション、技術サポート、およびその他の提供品がセットになった社内開発ソフト
ウェアライセンスであり、社内開発用の商用プログラム参加者に提供されます。すべてのプログラム参加者は、ツールキットの購
入前に資格を取得して、適切なプログラムの出資を受け承認を得ている必要があり、すべての参加者は資格を取得し、毎年更新
する必要があります。お客様がツールキットをお持ちの場合は、何らかのランタイム (運用 )レポートのTechConnect契約を結
んでいるか、またはTechConnect契約をエンドユーザに販売している必要があります。

ロックウェル・オートメーションのソフトウェアが届き、ツールキットにより発行されたソフトウェアの技術サポートを受けることが
できます。当社は、ツールキットを、当社の機械装置メーカ (OEM)、システムインテグレータ、コンサルタント、教育機関、および
エンジニアリング部門のプログラムの参加者に提供します。ツールキットには、旧式機器のサボートまたはプロセス安全サポート
は含まれません。参加者は、当社または当社の代理店からTechConnect旧式機器サポートまたはプロセス安全サポート契約
を購入できます。　 ツールキットの詳細は、ナレッジベース内のツールキットに関する情報をご覧ください。

ESAFE®
お客様は状態モニタ機器の技術サポートを受けることができます。ESAFEは、独自の技術サポートプログラムであり、
TechConnectサポートの一部ではありません。本プログラムガイドで説明しているガイドラインは、ESAFEには適用されません。

Learning+サブスクリプション
ロックウェル・オートメーションは、オプションで画期的なLearning+サブスクリプションをTechConnectサポート契約の一部
として提供します。

• インタラクティブな学習の実施 : 各学習モジュールには、各種アクティビティやソフトウェアシミュレーション、デモビデオが 
含まれ、学習効果を高めます。

• コースの単位を取得 : 各レッスンにで知識試験があり、合格に必要な正解率は 80％です。コースをすべて修了すると、 
学習者にCEUが授与されます。

• 簡単にアクセス : Chrome、Safari、IE、Edge、Firefoxを使用して任意のタブレットまたはPCで受講できます。すべての 
コンテンツにはナレーションがあり、字幕が表示されます。

• デジタル教材を活用した、インストラクタによる定期バーチャルトレーニング: セッションには、レッスンの講義概要、デジタル
のコース教材へのアクセス、インストラクタとの業務時間内での対話、およびバーチャルのラボ体験が含まれます。
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TechConnectアップグレードオプション
既存のTechConnectサポート契約への更新またはアップグレードは特別注文であるため、ロックウェル・オートメーションから
価格が提示されます。以下のアップグレードオプションがあります。

• 対象レベル:製品、システム、およびアプリケーションサポート契約は、年中無休 24時間体制適用 (例: 月～金曜午前 8:00～ 
午後 5:00から年中無休 24時間体制 )にアップグレード可能で、週末や休日を含むどの時間でも電話できるオプションを提供
します。

• サポートレベル：既存の契約期間中に、サポートレベルをアップグレードできます (例：製品サポートからシステムサポートへの
アップグレード)。

対象となる製品ファミリー
TechConnectサポートのレベルを選択したら、対象となる製品ファミリーを選択します。このドキュメントで定義されているよう
に、製品ファミリーにリストされているすべての製品 (ACPなど )がサポートされます。

古いテクノロジをサポートするために、従来のTechConnectも提供しています。これは、サポートオプションが多少異なる別の
製品ファミリーです。従来のTechConnectファミリーにリストされている製品のサポートは、現地時間の月曜日から金曜日午前
8時～午後 5時までです。これらの製品は英語でのみサポートされています。製品ファミリーは年 1回更新され、それぞれの製品
ファミリーに新製品が追加され、廃止されたテクノロジや古いテクノロジは従来のTechConnectに移動されます。各製品ファミ
リーのすべての製品リストについては、上のリンクの製品ファミリーを確認してください。

サポート提供品
TechConnectの注文が処理されると、自動的に最新の有効な製品の最新のソフトウェア更新を出荷します (お客様がまだ受取って
いない、またはダウンロードしていない場合 )。1つのソフトウェア更新が登録ユーザごとに製品当たり送信されます。ソフトウェア更
新はすぐにダウンロードでき、技術サポートもすぐに利用できます (サイト契約の完了時に )。プログラム認証番号 (サポート契約
でウェルカムキットとともに提供 )は、効果的なサービスの提供のために推奨します。提供品は電子メールで送られるか、ナレッ
ジベースから利用できます。追加のコピーが必要な場合、オンライン・サポート・センターから提供品をダウンロードできます。

新しく更新された、またはアップグレードされた各TechConnect契約では、以下の提供品を受取ります。

• サポート契約 : サポート認証番号、有効期限、対象となる製品ファミリー、およびライセンス管理に役立つサポート対象の 
登録ソフトウェアのリストなどの契約関連情報。

• ユーザガイド: 電話またはウェブでサポートにアクセスするためのステップ・バイ・ステップの説明。各プログラムの参加特典
がすべて詳細に説明され、最大のメリットを得ることができます。

• ウォレットカードと機器ステッカー : 契約情報 (サポート番号とWebサイト)が簡単に確認可能。

重要 : アップデートをダウンロードするには、Internet Explorer 5.5以上で、128ビットの暗号化 /暗号強度と高速接続を備えて
いなければなりません。ピーク時 (東部標準時の午前 11時～午後 3時 )を除いた平均ダウンロード速度は 5分です。Zipファイ
ルとしてアップデートが提供される場合があるため、WinZipアプリケーションが必要です。

また、製品およびシステムサポートのお客様 (旧称DirectConnectSMおよびPriorityConnectSMのお客様 )と、ESAFEゴールド
およびシルバーのお客様には、契約しているすべての登録製品について、ソフトウェア更新がディスクで提供されます。更新ディ
スクの請求または登録情報の変更については、ロックウェル・オートメーションの契約サービス (440.646.7505)までお問い合わ
せください。使用方法によって、ディスクの枚数を制限することがあります。

TechConnectのライセンス

FastPass シングルユーザ グループユーザ マルチユーザ

シングルユーザの 
シングルコースへの 
90日間のアクセス

カタログ番号 : LP-3TC

シングルユーザに対する 
すべての 

Learning+コンテンツへの 
365日間のアクセス
カタログ番号 : LP-SU

最小ユーザ数 10で 
すべての 

Learning+コンテンツへの
365日間のアクセス
スーパーバイザ 

ダッシュボードを含む
カタログ番号 : LP-GU

最小ユーザ数 50で 
すべての 

Learning+コンテンツへの
365日間のアクセス
スーパーバイザ 

ダッシュボードを含む
カタログ番号 : LP-MU
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* ESAFEサポートのみ

ハードウェアキャリブレーション
および修理 *
機器のキャリブレーション
お客様の会社の手続きやプロセスによっては、定期的な機器のキャリブレーションが必要になることがあります。振動測定機器を
定期的に検査し、データの傾向が正確かどうかを確認することをお奨めします。

当社は、キャリブレーションまたは修理を行なうユニットを受取ったら、それらの試験および評価を行ない、ロックウェル・オート
メーションの確立した仕様およびパラメータに合わせてキャリブレーションを行ないます。アメリカ国立標準技術研究所 (NIST)
に追跡可能な基準に対して抽出した試験データを評価します。これらの基準は、測定および試験装置 (M&TE)の基準の4倍の
精度です。

アクセサリの試験と交換
キャリブレーションプロセス時、ユニットにバッテリが付属している場合は、バッテリ駆動ユニットのバッテリを新しいバッテリまたは
再調整したバッテリに交換します。また、すべてのアクセサリ(ケーブル、光電セル、ピックアップ、バッテリ充電器など)を清掃した後、 
試験して信頼性を評価します。異常や交換の必要があればお知らせします。お客様には、1キャリブレーションにつきバッテリ
1 セットと2 つの加速度計を用意していただくことがあります。

シルバーおよびゴールドのお客様の場合、当社の統合状態モニタESAFEサポートプログラムに年 1回のキャリブレーションが
含まれています。キャリブレーションまたは修理の予約については、raenteksupport@ra.rockwell.com 宛てに電子メールを
送信するか、または (440) 646-5800まで電話でお問い合わせください。お使いの機器がESAFEサポートプログラムの対象外
である場合、最新の料金と予約については、最寄の当社代理店または事業所にお問い合わせください。

機器の修理
ゴールドESAFEサポートプログラムの対象となる機器には、不適切な使用による修理は含まれません。

キャリブレーションの依頼
ユニットを送る前にRMA番号を取得する必要があります。手順については次のセクションを参照してください。

当社では、修理センターで機器を受取った後、その機器が保証の対象である場合は、カスタマ・サービス・チームが点検し修理
部署に回します。これはESAFE契約の対象となっているか、または発注書に含まれています。それ以外の場合は、お客様に 
連絡して一律のキャリブレーション料金または修理料金の発注書の発行をお願いしております。発注書の受領後に修理を開始し
ます。

RMAの取得
RMAを取得するためには、エンドユーザはロックウェル・オートメーションの販売代理店に問い合わせ、ESAFE契約番号を
参照する必要があります。販売店はRMAを提供し、キャリブレーションおよび /または修理のためのユニットを送ります。

販売店を見つけるためには、カスタマケアの 1-888-382-1583のオプション 1およびオプション3に電話します。
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用語集
拡張現実 (AR) ： コンピュータで生成された画像をユーザの現実世界のビューに重ね合わせて複合ビューを形成する機能を提供
します。

ケース処理 ： ロックウェル・オートメーションは、自動エスカレーション手順の優先事項としてさらに調査が必要なケースを処理し、
回答がすぐに得られない場合は、お客様に折り返し電話して進捗状況を伝えます。

ケース解決のフォローアップ ： ロックウェル・オートメーションが最初の電話で解決を確認できなかったケースでは、お客様は
1 営業日以内に問題が解決されたか確認する先取り型のフォローアップ (ターゲット対応 )を受けるか、または必要に応じて引き
続きトラブルシューティングが行なわれます。

教育用ウェビナー ： 当社の教育用ウェビナーシリーズは、当社のツールやサービスから最大限の価値を得る手助けとなるよう設計
されています。ビジネスでの課題に対処する新しい方法を学習し、お客様のビジネスの隠れた潜在能力を解き放つ方法を発見し、
ロックウェル・オートメーションの産業に関する専門知識を活用してください。

Learning+サブスクリプション ： スキルギャップを埋めるための革新的な教育とトレーニングです。これは、オンデマンドの柔軟な
従業員トレーニングコースです。利用可能なコンテンツは、eラーニングコース、およびデジタル教材活用のインストラクタによる
定期バーチャルトレーニングを含みます。

ESAFE ： 状態モニタ保全ソリューションの製品サポート。

ジーニアスウェビナー ： TechConnectのお客様向けに当社の製品およびソリューションのヒント、ベストプラクティス、デモンスト
レーションを提供する毎月 1時間の技術プレゼンテーションです。このウェビナーのトピックには、技術サポートチームによく寄せ
られる質問、最も閲覧されているナレッジベースの記事、業界の動向など、さまざまなものがあります。ナレッジベースで過去の
記録をすべて閲覧またはダウンロードできます。

猶予期間付きの契約 (GPC) ： 既存のTechConnectのお客様が契約のどの製品ファミリーにもリストされていない製品のサポー
トを必要としている場合、10日間の猶予期間付きの契約が与えられる場合があります。これらの契約の資格を得るには、特定の
規則と規制が必要です。詳細は、本ドキュメントの「サポートをご利用でないお客様」セクションを参照してください。

Installed Base Evaluation ™ (IBE：設置ベースの評価 ) ： 単に部品をカウントするよりはるかに優れた機能を備えています。重
要なプラント資産とその状況を徹底的に解析します。詳細は、rockwellautomation.com をご覧ください。

1回限りの事故サポート ： ロックウェル・オートメーションのカスタマケアでは、新規のお客様 (または猶予期間付き契約をお持ち
のお客様 )に、500米ドルまたは現地通貨で同等の価格で 1回限りの事故サポート契約を提供します。詳細は、このドキュメント
の「サポートをご利用でないお客様」セクションを参照してください。

オンライン・サポート・センター ： ロックウェル・オートメーションのサポートセンターを利用して、質問の回答をナレッジベース
で検索、フォーラムで仲間と対話、オンラインで質問を送信、Your TechConnect Account機能を使用して情報をブックマーク、
アップデートの通知リクエスト、当社の優れたエンジニアとのチャットなどを行なうことができます。

電話による技術サポート ： ロックウェル・オートメーションの電話によるサポートは、インストール、構成、トラブルシューティング、
診断、基本命令プログラミング、および推奨するベストプラクティスについて技術的なサポートを行ないます。電話サポート契約
には上限がないため、契約期間中は必要なだけ電話することができます。対象となる標準時間は月曜日から金曜日の午前 8時
から午後 5時までです(お客様の現地時間に基づく。ロックウェル・オートメーションの振替休日を除く)。ロックウェル・オートメー
ションの振替休日については、ナレッジベースの記事#819086で確認できます。

ツールキット ： ツールキットおよびPartnerNetworkプログラムの詳細は、rockwellautomation.com/partners にアクセスし
て、ロックウェル・オートメーションとの提携について確認してください。

Vuforia Chalk ： PTCが提供するAndroidおよび iOSデバイス用のモバイルアプリです。2人が映像を介してつながり、双方が
デジタルの 3D注釈を描画して物体に「貼り付け」ることができます。

Vuforiaライブラリ ： PTC Vuforiaは、従業員の課題に対応できる包括的な、拡張可能なエンタープライズARプラットフォーム
です。

ウェルカムキット ： 基本的なサポート契約情報、サポート認証番号、現地のサポート電話番号、およびユーザーズガイド。
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役立つリンク
ロックウェル・オートメーションのWebサイト

ナレッジベースおよびオンライン・サポート・センター

TechConnect製品ファミリーガイド

TechConnect直通ダイヤルガイド(北米 ) 

ソフトウェアの登録移転

リモート・サポート・プログラム

MyRockwellソフトウェアポータル

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート・プログラム・ガイド

ロックウェル・オートメーションeラーニングトレーニング

TechConnectサポート  •  ユーザーズガイド   | 15

https://www.rockwellautomation.com/
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/gmsc-sp021_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/gmsc-qr003_-en-p.pdf
https://activate.rockwellautomation.com/
https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Support&docid=be4e7dd36c2bfe272d786e52e42d778b
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://trainingadvisor.rockwellautomation.com/login.jsp
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/gmsc-um003_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/training/e-learning-courses.html


Publication GMSC-UM001D-JA-P - April 2021  |  (Supersedes Publication GMSC-UM001C-EN-P - February 2021)

Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

Allen-Bradley、CompactLogix、ESAFE、expanding human possibility、Studio 5000、TechConnect、およびThinManagerは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業が所有しています。

®

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation/
https://twitter.com/ROKAutomation

	authorization number 2: 
	support phone number 2: 
	Facebook 2: 
	Instagram 2: 
	LinkedIn 2: 
	Twitter 2: 


