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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。『Solid-state equipment has
operational characteristics differing from those of electromechanical equipment. 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。

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、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当社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：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。「注意」により危険を識別、回避し、起こり うる結果の認

識を助けます。

感電の危険 : 危険な電圧が発生する恐れがあることを警告するために、ド ライブやモータなどの

機器または機器の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達する恐れがあることを警告するために、ド ライブやモータ

などの機器または機器の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。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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北米における危険な領域に関する規格

以下の情報は、 危険な領域で本装置を操作する
場合に適用されます。

The following information applies when operating 
this equipment in hazardous locations.

「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
領域および非危険な領域での使用にのみ適して
います。 各製品は、 危険な場所の温度コードを記
した定格銘板でマーキングして出荷されます。 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の判別に役立ちます。 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。

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.

警告 ：

爆発の危険性

• 領域が危険でないと確認できるま
で、または電源を切断するまでは、
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
危険でないと確認できるまでは、
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、 または他の方法で、 すべての
外部接続を固定して ください。

• 別のコ ンポーネン ト を使用する
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。

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.
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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配線の要件

配線は、単線またはよ り線のものを使用してください。配線はすべて以下の仕様を

満たすものと します。

• 前処理を施さない#14～#22AWG銅線導線。DINレール接地の場合、電磁波

妨害 (EMI) 対策と して #8AWG が必要です。

• 被膜を剥く推奨長 8mm （0.31 インチ）

• 最小絶縁定格 300V

• 導線のはんだ付けは禁止

• 配線フェルールと よ り線導線との併用は可能（銅フェルールを推奨）。

モジュールの取付け

以下の手順に従って、 XM-124 標準ダイナミ ッ ク測定モジュールを取付けて くだ

さい。

1. 端子ベースユニッ ト を取付けます。

2. モジュールの配線を接続します。

3. モジュールを取付けます。

4. 電源を接続します。

5. チャネル出力を接続します。

6. シ リ アルポートのコネクシ ョ ンを確立します。

7. DeviceNet のコネクシ ョ ンを確立します。

注意 : XM-124 ダイナミ ック測定モジュールは、1440-TB-A/C 端子ベース

ユニッ ト での使用のみを認可および承認されています。 他の端子

ベースユニッ トには取付けないで く ださい。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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端子ベースユニッ トの取付け

XM ファ ミ リーは、 すべての XM モジュールに対応可能な、 さまざまな端子ベー

スユニッ ト を有しています。1440-TB-A/C 端子ベースユニッ トは、標準ダイナミ ッ

ク測定モジュール (Cat. No. 1440-SDM02-01RA) で使用する唯一の端子ベースユ

ニッ トです。

端子ベースユニッ トは、 DIN レールまたはパネルに取付けるこ とができます。

警告 : 電源が投入されている状態でモジュールを挿入または取り外す

と、 アーク放電が発生することがあります。 危険な領域で取付けを行

なう と、 爆発が起こることがあります。

警告 : バッテリを扱う前には、電源を切断するか領域が安全であること

を確認して ください。

注意 : 電源を投入したまま端子ベースユニッ ト を取り外したり、 交

換したり しないで ください。 バックプレーンの障害によって、 予期

しない動作や機器の反応を起こすことがあります。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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DIN レールへの取付け

以下の手順に従って、端子ベースユニッ ト を DIN レール （A-B Cat No. 199-DR1 ま

たは 199-DR4） に取付けてください。

1. 端子ベースユニッ ト を 35 x 7.5 mm DIN レール (A) に取付けます。

2. 端子ベースユニッ ト をスライ ド させ、サイ ド コネク タ (B)のためのスペース

を空けます。

31887-M

B

A

A

Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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3. 端子ベースユニッ ト背面の突起の下側に DIN レールの上端を当てたまま、

端子ベースユニッ ト を DIN レールの方に回転させます。

4. 端子ベースユニッ ト を押し込み、端子ベースユニッ ト を DIN レールに固定

します。

端子ベースユニッ トが所定の位置に固定されないと きは、ド ライバーまたは同様の

工具でロ ッ クタブを開き、 端子ベースユニッ ト を押し込んで DIN レールの高さに

揃えてから、 ロ ッ ク タブを解除して端子ベースを固定します。

31883-M
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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モジュールへの配線接続

モジュールへの配線は、 モジュールが取付けられている端子ベースユニッ ト を

通して行ないます。 XM-124 モジュールは XM-940 端子ベースユニッ ト

(Cat. No. 1440-TB-A) とのみ互換性があ り ます。

XM-940 端子ベースユニッ ト  

XM-940 (Cat. No. 1440-TB-A)

行 A

行 B

行 C
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013



XM-124 標準ダイナミ ッ ク測定モジュール 9
端子台の割付け

こ こでは、XM-124 標準ダイナミ ッ ク測定モジュールの端子台の割付けについて説

明します。

ヒン ト XM モジュールのリビジ ョ ン番号は、製品ラベルに記載されていま

す（製品ラベルは XM モジュールの前面にあります。下図を参照し

て ください）。 

警告 :  爆発の危険。領域が危険でないと確認できるまで、 または電源

を切断するまでは、 装置を切り離さないで 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、 ねじ式のコネクタなどの手段を使

用して、 機器に対する外部接続を確実に行なって ください。

XM モジュールの

リビジ ョ ン番号
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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端子台の割付け

No. 名称 説明

0 Xducer 1 (+) 振動ト ランスデューサ 1 接続

1 Xducer 2 (+) 振動ト ランスデューサ 2 接続

2 Buffer 1 (+) 振動信号 1 バッファ出力

3 Buffer 2 (+) 振動信号 2 バッファ出力

4 Tach/Signal In (+) タコジェネータ ト ランスデューサ / 信号入力、プラス側

5 Buffer Power 1 IN チャネル 1 バッファ電源入力

正バイアスト ランスデューサに対しては端子 6 に、負バイアス
ト ランスデューサに対しては端子 21 に接続

6 Positive Buffer Bias バッファ出力に対応した正 (-5V ～ +24V) 電圧を提供

正バイアスト ランスデューサに対しては端子 5 (CH 1) および
端子 22 (CH 2) に接続

7 TxD PC シリアルポート、送信データ用

8 RxD PC シリアルポート、受信データ用

9 XRTN1 TxD および RxD の戻り回路

10 シャーシ DIN レール接地ばね、またはパネル取付け穴に接続

11 4-20mA 1 (+) 4 ～ 20mA 出力 
300Ω 最大負荷12 4-20mA 1 (-)

13 Chassis DIN レール接地ばね、またはパネル取付け穴に接続

14 Chassis DIN レール接地ばね、またはパネル取付け穴に接続

15 Chassis DIN レール接地ばね、またはパネル取付け穴に接続

16 Xducer 1 (-)1
振動ト ランスデューサ 1 接続

17 Xducer 2 (-)1
振動ト ランスデューサ 2 接続

18 Signal Common1
振動のバッファ出力戻り

19 TACH Buffer タコジェネータ ト ランスデューサ / 信号出力

20 Tachometer (-) タコジェネータ ト ランスデューサ / 信号戻り、TACH バッファ戻 り

21 Buffer/Xducer Pwr (-) バッファ出力に対応した負 (-24V ～ +9V) 電圧を提供

負のバイアス ト ランスデューサに対しては端子 5 (CH 1) および
端子 22 (CH 2) に接続

ト ランスデューサ電源出力、マイナス側、外部センサ給電に使用
（40mA 最大負荷）

22 Buffer Power 2 IN チャネル 2 バッファ電源入力

正バイアスト ランスデューサに対しては端子 6 に、負のバイアス
ト ランスデューサに対しては端子 21 に接続
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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23 CAN_High DeviceNet バス接続、high ディ ファレンシャル（白色のワイヤ）

24 CAN_Low DeviceNet バス接続、low ディ ファレンシャル（青色のワイヤ）

25 +24 V Out 24V In （端子 44）に内部接続

XM モジュールが互いに接続されていない場合のデイジーチェーン
電源接続用

端子 44 に電力が存在しない場合、この端子には給電されない。

26 DNet V (+) DeviceNet バス電源入力、プラス側（赤色のワイヤ）

27 DNet V (-) DeviceNet バス電源入力、マイナス側（黒色のワイヤ）

28 24 V Common1 24 V Common （端子 43 と 45）に内部接続

XM モジュールが互いに接続されていない場合のデイジーチェー
ン電源接続用

29 4-20mA 2 (+) 4 ～ 20mA 出力 
300Ω 最大負荷30 4-20mA 2 (-)

31 Chassis DIN レール接地ばね、またはパネル取付け穴に接続

32 Chassis

33 Chassis

34 Chassis

35 Chassis

36 Chassis

37 Chassis

38 Chassis

39 SetPtMult セッ トポイン トの乗算をアクテ ィブにするスイッチ入力（閉回路
アクテ ィブ）

40 Switch RTN スイッチ復帰（SetPtMult と ResetRelay で共有）

41 Reset Relay 内部リレーをリセッ トするスイッチ入力（閉回路アクティブ）

42 予約

43 24 V Common1
回路グラウンド と内部的に DC 結合

44 +24 V In 1 次外部電源 +24V に接続、プラス側

45 24 V Common1
外部 +24V 電源に接続、マイナス側（回路グラウンド と内部的に
DC 結合）

46 予約

47 Relay Common リレーのコモン接点

端子台の割付け

No. 名称 説明
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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1 端子は内部接続されており、シャーシ端子とは絶縁されています。

モジュールの取付け

XM-124 標準ダ イナ ミ ッ ク測定モジ ュール (Cat. No. 1440-SDM02-01RA) は、

1440-TB-A/C 端子ベースユニッ ト とのみ互換性があ り ます。

48 Relay N.O. リレーの通常開接点

49 予約

50 予約

51 予約

警告: 電源が投入されている状態でモジュールを挿入または取り外す

と、アーク放電が発生することがあります。危険な領域で取付けを行

なう と、爆発が起こることがあります。バッテリを扱う前には、電源

を切断するか領域が安全であることを確認して ください。

警告 :  フ ィールド側の電源を投入した状態で配線を接続したり、外し

たりすると、電気アークが発生する可能性があります。危険な領域で

取付けを行なう と、爆発が起こることがあります。バッテリを扱う前

には、 電源を切断するか領域が安全であることを確認して く ださい。

重要 シリアルポート を使用しない場合は、 オーバレイ･スライ ド･ラベル

を取付けてシリアルコネクタと電子部品を保護して ください。

端子台の割付け

No. 名称 説明
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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1. 端子ベースユニッ ト (E) のキースイ ッチ (D) が、モジュールの 1 の位置にあ

るこ とを確認します。

2. サイ ド コネク タ (B) が一番左に寄っているこ とを確認します。

コネクタを奥まで寄せないと、モジュールを取付けるこ とはできません。

3. モジュール底部のピンがまっすぐになっており、端子ベースユニッ トの

コネク タにきちんと合う こ とを確認します。

4. モジュール (A) のアライ メン トバー(G) を、端子ベースユニッ トの溝 (F) に
合わせます。

5. モジュールをしっかり と均等に押し込み、端子ベースユニッ トに取付けます。

ラ ッチ機構 (C) がモジュールにロ ッ クする と、モジュールが固定されます。

6. 上記の手順を繰返して、次のモジュールを端子ベースユニッ トに取付けます。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013



14    XM-124 標準ダイナミ ック測定モジュール
電源の接続

モジュールに給電される電力は、公称で DC24V (±10%) のク ラス 2 定格電源です。

以下に示すよ うに、 DC 入力電源を端子ベースユニッ トに配線します。

DC 入力電源の接続

重要 クラス 2 回路には、NEC クラス 2 定格電源を使用するか、SELV または PELV
定格電源と 5 A 電流制限ヒューズ（XM モジュールよりも先に取付ける）

を使用します。

重要 配線されている端子ベースユニッ トにサイド コネクタによって接続す

るデバイスやその他の XM モジュールに給電するには、DC24V を端子 44
(+24V In) に接続する必要があります。

注意 : 電源接続は、 XM モジュールの種類ごとに異なります。 配線

の詳細は、該当する XM モジュールのインスト レーシ ョ ンインスト

ラクシ ョ ンを参照して く ださい。

 
 

Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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シリアルポート接続

XM-124 モジュールではシ リ アルポート接続が可能なため、パーソナルコンピュー

タを接続し、シ リ アル構成ソフ ト ウェアユーティ リ ティ を使用して、モジュールの

パラ メータを構成するこ とができます。

外部機器をモジュールのシリアルポートに接続するには、以下の 2つの方法があります。

• 端子ベースユニッ ト  - 端子ベースユニッ トには、シ リ アルポート接続に使用

可能な端子が 3 つあり ます。 それらは、 TxD、 RxD、 RTN （それぞれ 7、 8、
9 の端子） です。 これらの端子を DB-9 メ ス型コネクタに配線する と、 9 ピ

ン (DB-9) コネクタ付き標準 RS-232 シ リ アルケーブルを使用してモジュー

ルをパーソナルコンピュータに接続するこ とができます （ヌルモデムは不

要）。 DB-9 コネクタを、 以下の通りに端子台に配線します。

• ミ ニコネク タ  - 下図に示すよ うに、 ミ ニコネク タはモジュールの一番上に

あ り ます。

ミニコネクタ

この接続には、 特殊なケーブル (Cat. No. 1440-SCDB9FXM2) が必要です。

PC に接続するコネクタは DB-9 メ ス型コネクタで、 モジュールに接続するコネク

タは USB ミ ニ B オス型コネクタです。 デフォルトの通信速度は 19.2 Kbps です。

製品名 / タイ トル 端子ベースユニッ ト  
(Cat. No. 1440-TB-A)

DB-9 メス型コネクタ

TX 端子（端子 7） ---------------------- ピン 2 （RD - 受信データ）

RX 端子（端子 8） ---------------------- ピン 3 （TD - 送信データ）

RTN 端子（端子 9） --------------------- ピン 5 （SG - 信号グラウンド）

警告 : ケーブルの反対側のモジュールまたはシリアルデバイスに電源

が投入されている状態でシリアルケーブルを接続または切り離すと、

電気的なアークが起こることがあります。危険な領域で取付けを行な

う と、 爆発が起こることがあります。 バッテリを扱う前には、 電源を

切断するか領域が安全であることを確認して ください。

ミニコネクタ
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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DeviceNet 接続

XM-124 モジュールは、 DeviceNet 接続によって、 プログラマブル ・ ロジッ ク･コ

ン ト ローラ (PLC)、 分散制御システム (DCS)、 またはその他の XM モジュールと

通信を行な う こ とができます。

DeviceNet ネッ ト ワークは、オープンかつグローバルな業界標準の通信ネッ ト ワー

クです。DeviceNet では、プログラマブルコン ト ローラ と XM-124 モジュールのよ

う なスマートデバイス とのインターフェイスを、 1 本のケーブルで構成します。 ま

た、DeviceNet は複数の XM モジュールを相互接続できるため、XM モジュール間

の効率的なデータ転送を行な う通信バス とプロ ト コルの役割も果たします。

以下に示すよ うに、 DeviceNet ケーブルを端子ベースユニッ トに接続します。

DeviceNet ケーブルの接続

重要 24V コ モンがアースグラウン ド を基準に し ていない場合、 Phoenix
PSM-ME-RS232/RS232-P (Cat. No. 1440-ISO-232-24) などの RS-232 アイソレータを

使用して、 XM モジュールとコンピュータの両方を保護して ください。

配線 接続先 端子

赤色のワイヤ DNet V+ 26 （オプシ ョ ン）

白色のワイヤ CAN High 23

裸線 シールド (Chassis) 10

青色のワイヤ CAN Low 24

黒色のワイヤ DNet V- 27

重要 XM モジュールの相互接続を経由する DeviceNet 電源回路は、定格電流

が 300mA で、DeviceNet の負荷に電力を供給するように意図されていな

いか、そのよ うには設計されていません。それを行なう と、モジュー

ルや端子ベースユニッ トが損傷することがあります。

重要 モジュールが Normal（通常）モード（完全 ODVA 互換）で動作するように

設定されている場合は、DNet V+ に接続する必要があります。『XM-124
User Manual』(Pub. No. 1440-UM001) の「Set the Module DIP Switch」の項を参照

して く ださい。
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DeviceNet モード、通信速度、およびアドレス

モジュールの最上部のスライ ドの下には 10 ポジシ ョ ン DIP スイ ッチが備えられ、

モジュールの DeviceNet 動作、 ノードアドレス、 および通信速度を設定できます。

スイ ッチには左から右へ番号が付いており、以下の図および表のよ うに役割が設定

されています。

注意 : DeviceNet シールドの接地は一箇所で行なって く ださい。

DeviceNet シールドを端子 10 に接続すると、 XM モジュールにおい

て DeviceNet シールドが接地されます。 DeviceNet シールドを他の場

所で終端する場合は、シールドを端子 10 に接続しないようにして

く ださい。

注意 : DeviceNetネッ トワークもアースグラウンド基準を 1ヶ所にし

て ください。 DNet V- をいずれかの XM モジュールのアースグラウ

ンドまたはシャーシに接続します。

注意 : DNet V+ および DNet V- 端子は、 XM モジュールへの入力端子

です。 これらの端子を接続して DeviceNet の電力を XM 端子ベース

ユニッ トから他の XM 以外の機器に給電することは、 避けて くだ

さい。 それを行なう と、 XM 端子ベースユニッ トやその他の機器

が損傷することがあります。

重要
I

DeviceNet ネッ トワークを終端する場合は、『ODVA Planning and Installation
Manual - DeviceNet Cable System』に記載された条件と説明に従って く ださ

い。この資料は、ODVA の Web サイ ト (http://www.odva.org) から入手でき

ます。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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DIP スイッチバンク

DIP スイッチの機能とデフォルト設定

スイッチ 目的 機能 初期の

デフォルト値

初期の

スイッチ設定

1 DIP スイッチ
の無効

DIP スイッチ 3 ～ 10 が有効か
どうかを判断します。このス
イッチがオフの場合は、DIP ス
イッチ 3 ～ 10 を使用して、
モジュールのノードアドレ
スと通信速度を設定します。
このスイッチがオンの場合
は、デバイスは DIP スイッチ
3 ～ 10 を無視して、不揮発性
スト レージでプログラムさ
れたネッ トワークアドレス
と通信速度を使用します。

スイッチ有効 オフ

2 ネッ トワーク
モード

通常モード（ODVA 互換 ) また
は XM モジュールの以前の
バージ ョ ンに対応したレガ
シーモードにモジュールの
DeviceNet 動作を設定します。

通常
（完全互換）

オン

3, 4 データ速度 スイッチ 1 がオフ (0) の場合、
DeviceNet の通信速度が設定さ
れます。

125 Kbps 両方ともオフ

5 ～ 10 ノードアドレス スイッチ #1 がオフ (0) の場
合、DeviceNet のノードアドレ
スが設定されます。

63 すべてオン
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013
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参考資料

以下の資料には、ロ ッ クウェル・オート メーシ ョ ンの製品に関連する追加情報が記

載されています。

これらの発行物は、 http://www.rockwellautomation.com/literature/ で表示またはダウン

ロードできます。印刷物マニュアルのご購入については、当社または当社代理店まで

お問い合わせください。

マニュアル名 説明

『XM-124 Dynamic Measurement Module 
User Manual』 (Pub. No. 1400-UM001)

XM-124 の設置、モジュールの設定、操作、および技術的
仕様に関する追加情報が記載されています。

『接地と配線に関するガイ ド
ライン』(Pub. No. 1770-4.1)

ロックウェル・オート メーシ ョ ンの産業用システムを
取付けるための一般的なガイ ド ラインが記載されて
います。

製品認定の Web サイ ト：
http://www.ab.com

現在の適合宣言、認可、および他の承認について情報
を提供しています。
Rockwell Automation Publication  1440-IN001A-JA-P - January 2013

http://www.http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1440-in001_-en-p.pdf
http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
http://www.ab.com
http://www.rockwellautomation.com/literature/


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://www.rockwellautomation.com/support では、技術マニュアル、テクニカルノートやアプリケーシ ョンノート、サン

プルコードおよびソフ トウェアサービスパックへのリンク集、ツールを最大限にいかしてカスタマイズするた

めの MySupport 機能を利用できます。 また、http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase にあるナレッジベースで

は、FAQ、技術情報、サポートチャ ッ トやフォーラム、ソフ トウェアの更新を利用できるとともに、製品更新通知に

サインアップできます。

設置、構成、およびト ラブルシューテ ィ ングに関してさらにサポートが必要な場合は、テクニカル電話サポート

として、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、http://www.rockwellautomation.com/support/ を参照して ください。

設置支援

設置から 24時間以内に問題を生じた場合には、まず本書に記載された情報を検討して ください。また、製品稼働

の初期支援に関しては、特別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際に、完全に動作するように万全を期していま

すが、製品が機能せず返品が必要な場合には、以下のような手続きを行なって ください。

ドキュ メン トに対するフ ィードバック  

お客様からのコ メン トは、お客様のニーズに合わせたドキュ メン トの作成に役立ちます。 このドキュ メン トの

品質向上に役立つご提案がある場合は、Pub. No. RA-DU002 のフォーム（http://www.rockwellautomation.com/literature/ に

ある）にご記入ください。

米国またはカナダ 1.440.646.3434

米国またはカナダ以外

弊社の Web サイ ト：http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html の
Worldwide Locator にアクセスするか、また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、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、お近 くのロッ クウェル・オート メーシ ョ ン代理店にお問い

合わせください。

Publication 1440-IN001A-JA-P - January 2013
© 2012 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Allen-Bradley、 Rockwell Software、 Rockwell Automation、 および TechConnect は、 Rockwell Automation, Inc. の登録商標です。

Rockwell Automation に属さない登録商標は、 それぞれの企業に所有権があ り ます。
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