翻 訳 されたユーザーマニュアル
ModIT-MAX

2023-01
© 2022 Cambrionix Ltd.無断 複写 ・転 載を禁 じます。
JA

1.目 次
1.目 次
2.ModIT-MAXの概 要
2.1.主な機能

3.安 全 性
3.1.信 号語 パネル
3.2.安全 警告 記号
3.3.ピクト グラム
3.4.製 品の改造
3.5.電 源
3.6.保管 と取 り付 け

4.はじめに
4.1.製品 を開 く
4.2.同梱 内容
4.3.主 電源 に接 続する
4.4.ホスト に接 続する
4.5.充 電
4.6.ケーブル
4.7.キー
4.8.登録
4.9.ヘルプとサポート

5.ModIT-MAXを使 用 する
5.0.1LED構 成

5.1.ホスト に接 続せずに使 用する
5.2.ホスト 接続 時に使用
5.2.1ハブをホスト コンピュータに接続 する
5.2.2Linux® での Thunderbolt™ ハブの認証
5.2.3充電
5.2.4データ転 送
5.2.5通信インターフェースとプロト コル

5.3.スケーラビリティ
5.4.ポート とModIT-MAXを管理 する
5.4.1ポート モード
5.4.2Switching port modes
5.4.3充電プロファイル
5.4.4ファームウェア

ModIT-MAX

1
3
3

4
4
5
5
5
6
7

8
8
8
9
9
9
10
10
10
10

11
11

11
11
11
12
12
13
14

14
16
16
16
17
17

1/40ページ

5.5.ソフト ウェア
5.5.1ソフト ウェアのインスト ール
5.5.2LiveViewer
5.5.3Cambrionix API
5.5.4ソフト ウェアをアップデート する
5.5.5ソフト ウェアの削 除
5.5.6コマンドライン命令 (CLI)

5.6.ユーザー調 整
5.6.1ケーブルの変 更
5.6.2バックスト ップの調 整

5.7.ModIT-MAXのクリーニング

6.製 品 仕 様

19
19
20
21
21
22
23

24
24
24

25

26

6.1.入力 電力 要 件
6.2.出 力電 力
6.3.エラー フラグ レール値
6.4.物理 的仕 様
6.5.パッケージ情 報
6.6.消 耗品 と注 文方 法

26
26
26
26
27
27

7.ト ラブルシューティング

30

7.1.初期 のト ラブルシューティングのヒント
7.2.LiveViewer によるロギング
7.3.ハードウェア障 害
7.4.デバイス接続 。
7.5.ハブ接 続の問 題
7.6.GUI なし
7.7.ソフト ウェアのト ラブルシューティング

8.廃 棄
9.返 品 ・破 損 品

30
30
30
31
32
33
34

35
36

9.1.注 文した商 品が届 いたときに、商品 に欠 陥や物理 的 な損傷 があっ
た場 合はどうすればよいですか?
36
9.2.返 品をリクエスト した後 はどうなりますか?
36

10.コンプライアンスと基 準

ModIT-MAX

37

2/40ページ

2.ModIT-MAXの概 要
ModIT-MAXは、エンドポイント の制 限に制 約されることなく、USB 3.2互換デバイスに対 する高速 デー
タ転送 を実現 するように設 計されています。
ModIT-MAXは、ローカルコンピュータを使 うことなく、接 続されたUSBデバイスを充電 できます。ModITMAXでは、ほとんどどんなデバイスでも最適な速度( 最大 2.4A) で充 電できます。ファームウェアを更新
して、ModIT-MAX最新のデバイスを充電できます。ホスト コンピュータに接続 すると、箱から出して充
電し、デバイスを同期 する準 備ができています。
ローカル (ホスト ) コンピュータが接 続されている場合 、ホスト は Cambrionix が提 供するソフト ウェアを使
用して各 ポート の動 作を制 御できます。CambrionixのLiveViewerアプリ、
Cambrionix の LiveViewer アプリケーション、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API)、また
はコマンド ライン インターフェイス (CLI) を介して監視 されます。Cambrionixの監 視 ・制御 ソフト ウェアは
www.cambrionix.com/products/apiから無料 でダウンロードできます
あなたとModIT-MAXホスト への Thunderbolt™ 接 続があり、最大でこれは、ホスト へのアップスト リーム
速度 がこのデータ転 送速 度に対 応できることを意味 します。アップスト リームのデータ転 送速 度は、ダ
ウンスト リーム間で共 有されます16×USB3.2 Type-A接 続。

2.1.主 な機 能
最大

最大

最大

40Gbps

2.4A

96

/ポート

/ポート

台 のデバイス

データをシームレスに転送

電力

スケーラビリティ
複数のハブを使 って、最 大 96
ポート ごとに最 大2.4A( 12W) で
各高速 ポート は
台のデバイスを一度 に接 続
40Gbpsのデータを転 送できます
デバイスを充電 できます
できます

ModIT-MAX
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3.安 全 性
このユーザーマニュアルは情報 提供のみを目 的としており、この製品 の起動 と操 作に関 する情 報が含
まれています。注：記載 の内容 と製 品は、予告 なしに変更される場合 があります。けがや損傷 を避け
るために、ユーザーマニュアルの安全 に関する指示 に従 ってください。
このマニュアルは、IEC/ICEE 82079-1 規格 に準 拠するように構成 されています。これは、関連 する情 報
の理解 と配置 を容易 にするためのものです。ModIT-MAX .エラーや脱 落は、サポート チケット システム
を使用 して報告 できます ( ヘルプとサポート ) 。このようにして、問題 を収集 して修 正することができま
す。
このユーザーマニュアルの指示を理解し、遵守 することが、危 険なく使 用し、
安全 に操作 するのための前 提条 件になります。このユーザーマニュアルは、考 えられるすべてのアプリ
ケーションを網羅しているわけではありません。さらに情 報が必 要な場 合や、このマニュアル内で十 分に
説明 されていない問 題が発 生した場 合は、
このマニュアルで十分に説 明されている場合 は、販売 店に問 い合わせるか、このマニュアルの裏表 紙に
記載 されている方 法で直 接お問 い合わせください。

注意
人 身 傷 害 と製 品 への損 傷
l

このユーザーマニュアルの安 全指 示に従 ってください

3.1.信 号 語 パネル
恐れのある結 果の重 大性 に応 じて、潜 在的な危 険は、信号 語、対応 する安 全色 、および適 切な場
合は安 全警 告記 号で識 別されます。

注意
回 避しないと、中 程度 または軽 度の (回 復可能 な) 傷 害につながる可能 性がある、潜在 的に
危険 な状況 を示します。

注意
回避 しなければ、製品 とその機能 、または近くにある財産 に損害 を与える可能 性がある、潜
在的 に危険 な状況 を示します。

ModIT-MAX
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3.2.安 全 警 告 記 号
安全 警告 記号 が使われている場合 、怪 我の危 険があります。
怪我 を防ぐために、安 全警 告記 号が付 いている対 策はすべて遵守 してください

3.3.ピクト グラム
警告表示

電 気的 障害

火災 の危 険

必 須 の行 動 記 号

取 扱説明 書を読 む

必須 の規 制

3.4.製 品 の改 造
Cambrionixの製品 は、英 国および国 際的 な安全 規制 の要件 を満たすように
設計 、製 造されています。製品 の改造 は、安 全性 に影 響を及 ぼし、製 品が関 連する安全 基準 に適
合しなくなり、怪 我や製 品の損 傷につながる可能 性があります。

注意
感 電 やけがの恐 れがあります
l
l

ModIT-MAX

製 品を改 造しないでください。
製 品を分 解しないでください。
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注意
火 災 、けがのおそれあり
l
l

製品の通 気口 をふさがないでください。
製 品を可 燃物 で覆わないでください。

注意
製 品 に損 傷 を与 える恐 れがあるため
l

製品 のどの部分 も曲げたり、圧 縮したりしないでください。

3.5.電 源
このセクションでは、電源を使 用する際 に従う必要 がある安全 上の注 意事 項について説明 します。

注意
感 電 やけがの恐 れがあります
l

l
l

破 損した電源 コードやプラグ、または緩 んだ電 源ソケット を使用しないでくださ
い。
ぬれた手で電 源プラグに触れないでください。
ユニット や電源に液 体がかからないようにしてください。

注意
製 品 に損 傷 を与 える恐 れがあるため
l
l
l
l

ModIT-MAX

製 品に付属 の電源 ユニット (PSU) をショート させないでください。
製 品の使 用中 に電源 コードを抜 かないでください。
電 源コードを無理 に曲げたり、引 っ張 ったりしないでください。
Do not use a power supply that exceeds the power supply specifications
within this manual
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3.6.保 管 と取 り付 け
このセクションでは、ModIT-MAXの取 り付 けと保管 時に従う必 要のある安 全上 の注意 事項 について
説明 します。

注意
感 電 やけがの恐 れがあります
l
l

電源コードを熱 源の近 くに置 かないでください。
プラグをアースされたソケット に接 続します。

注意
Cambrionix製 品 に損 傷 を与 える恐 れがあるため
周囲 温度が動作温 度範 囲内 にある環境 でのみ
温 度は動 作温 度範 囲内 です。
相 対湿 度が動 作範 囲内 にある環 境でのみ、製品 を動作させてください。
電 源コードを重 いものの下 に置かないように注 意してください。

l

l
l

注意
電 源 ソケット が過 熱 すると、火 災 が発 生 する恐 れがあるため
l
l

ModIT-MAX

ハブが接続 されている電 源ソケット に過負 荷をかけないでください。
電 源プラグは、ゆるみのないように奥まで差 し込んでください。
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4.はじめに
このマニュアルは、初めてハブをインスト ールし、その後 ハブを使 用するエンド ユーザー向けのリファレンス
を提供 します。製 品の安全 性に関 する情報のガイド。
のModIT-MAX充電 、同期 、および管 理機 能を提 供するために環境 がテスト された仕様 の範囲 内に
収まる屋 内静 的環 境で使 用することを意 図しています。環 境仕 様については、このマニュアルの物理
仕様 のセクションを参 照してください。

4.1.製 品 を開 く
商品 がお手元 に届きましたら、開 封前 に梱 包票 をご確認 いただき、内容 物と数量 がすべて正しいこと
をご確認 ください。これは、不要なアイテムの再テスト と再パッケージを避 けるためです。
パッケージを開 けるときは、適切 な方法 で箱を開 けてください。つまり、ナイフを使 用しないでください。
これは、製品 が損傷 を受けないようにするためです。

注意
人 身 傷 害 と製 品 への損 傷
l

ハブには、使用 前にユーザーマニュアルを読むことを勧めるステッカーがあります。これは、
ホスト ポート 、通気 口などを覆 っている可能 性があるため、使用 前に取り外 す必 要があ
ります。

4.2.同 梱 内 容
l
l
l
l

Thunderbolt™™ 3ケーブル (ホスト システムとハブ間の通 信を提 供するため)
ModIT-MAXハブ
2m 主電 源ケーブル (UK プラグ用のヒューズを含む注 文時 に指定 された国 )
ロック機 構のキー

部 品 の説 明

品番

Thunderbolt™™ 3アップデータケーブル

200369

ロック機 構 のキー

200403

Apple ケーブル付 きの黄色 のケーブル アーム

200122

Cambrionix ケーブル付きの黄色 のケーブル アーム

200123

ModIT-MAX
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部 品 の説 明

品番

英国 の電 源ケーブル

200144

米国 の電源 ケーブル

200327

EU 電 源ケーブル

200329

AUS 電 源ケーブル

200337

IND 電源 ケーブル

200341

4.3.主 電 源 に接 続 する
地域 の安全 規則 に従 っていることを確 認し、電 源ケーブルをソケット に接 続して、電 源をオンにしま
す。これで、ハブは接続 されたデバイスを充電する準 備が整 いました。
電源 ケーブルと USB ケーブルに損傷 の兆候 がないか、定 期的 に検査 する必 要があります。損 傷が見
つかった場 合は、損傷 したコードを交 換してから使用 してください。

4.4.ホスト に接 続 する
電源 を接続 したら、ModIT-MAXを使 用してホスト システムにThunderbolt™™ 3ケーブル。使うホスト
ケーブルを間違 うと、ハブとそれに続 くすべてのポート がホスト から認識 されなくなる可 能性 があります。
Cambrionixは、ModIT-MAXに付属 のThunderbolt™ケーブルを使 うことをお勧めします。独自 のケーブ
ルを購入 することを検 討している場合 、40Gbps を達 成するために適切 なケーブルは次 のいずれかに
なります。
l
l

最大 0.8mのパッシブ
最大 2mのアクティブ

Cambrionixは、Intel®認 定ケーブルを使うことを推奨 しています。認定 ケーブルにはすべて
Thunderbolt™のロゴがあります。
Only one host can be connected to a hub at one time.
USBの仕 様上 、データ転送 中は100 mA以上 の充電 電流 を供給 する必 要があることに注意 してくださ
い。上 記のように、接 続デバイスにBC1.2準 拠のCDPポート がある場合 、デバイスはデータ転送 中に最
大2.4Aを引 き出すことができます。

4.5.充 電
君のModIT-MAXお使 いのデバイスを可能 な限り最大 レート で充電 できるようにします。2.4A .充 電の
仕方 は、ModIT-MAXは、デバイスに充 電機能 を提供 し、デバイスの USB 充電 コント ローラは、デバイ

ModIT-MAX
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スが消 費したい最 大充 電量を決 定します。
Although a maximum charge rate of 2.4A is possible, the device itself detrimes the exact rate
and as such you may not see the maximumamount of charging on every device type that is
connected.

4.6.ケーブル
一部 の USB ケーブルはデータ転 送専 用で、一 部は電 力供 給専 用です。両 方のタスクを処 理できる
オプションもあります。購入 する前にケーブルの能力 を確認 し、必要 な速度 と電力 転送 を処理 できる
ケーブルを選択 してください。デバイスに付 属のケーブルを使 用してハブに接続することをお勧めしま
す。

4.7.キー
君のModIT-MAXすべてのスロット のロック機 構を一 度に手 動で開 閉するために使 用できるキーのセット
が付 属しています。これにより、ハブの他 の機能 がオーバーライドされるため、デバイスを保 護したり、削
除できるようにしたりできます。
これらのキーは、ModIT-MAXただし、交 換品 またはスペアが必要 な場合 は、Cambrionix に連絡 し
て、新 しいセット の発送 を手配 してください。

4.8.登 録
www.cambrionix.com/product-registrationで製 品を登 録できます

4.9.ヘルプとサポート
よくある質問 とヘルプについては、こちらのヘルプページをご覧ください
l www.cambrionix.com/help_pages/help.
より詳細 なサポート が必要 な場合 は、こちらでサポート チケット を取 得することができます
l https://cambrionix.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
また、こちらのリンクから当 社のマニュアルをダウンロードして、最新 情報 を確認 することもできます
l www.cambrionix.com/product-user-manuals
サポート に連絡 する際 は、問 題のハブの製品 情報 を提供 してください。これは、ユニット の下 側または
背面 にあるデバイス情報 プレート に記 載されています。
シリアル番 号と発 注番号 を提供 すると、問題 の製品 をより迅速に特 定し、プロセスをスピードアップで
きます。

ModIT-MAX
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5.ModIT-MAXを使 用 する
このセクションでは、担当のハブまたは同 期アプリケーションを使 用して情報 を見つけることができます。
また、ハブの管 理、ポート モードの変更 、1 つのホスト への複数 のハブの接 続、および Cambrionix ソフ
ト ウェアの使 用に関する情 報も見 つけることができます。

5.0.1LED構 成
ModIT-MAXには、ポート またはデバイスの状態 を示すために使われるLEDが内蔵 されています。これら
の LED は、ユース ケースをサポート するように構 成できます。これは、API を使 用してコマンドを直 接送
信するか、別のソフト ウェアを介 して制 御できます。
ハブのデフォルト のLEDの動 作は以 下のとおりです。

色

動作

赤く点滅

ポート は充 電モードで、デバイスのプロファイリングを行 っている

赤

ポート は充 電モードで、充 電 している

緑

ポート は充 電モードで、デバイスは充電 しきい値に到 達している

青

ポート は同 期モードで、ホスト 接続 があります

LED Off

No Device is detected

5.1.ホスト に接 続 せずに使 用 する
ハブの電源 を入れてローカルホスト コンピュータに接 続していない場合 、
自動 的にインテリジェント な充 電アルゴリズムを使 ってデバイスを充電 するように構 成されます。を使用
して、充 電するデバイスを使用 可能 なポート (ホスト ポート ではない) に接 続します。
デバイスを接 続するだけです。
デバイスが接 続されると、接続 デバイスごとに許 容される最高 の充電 速度 がアルゴリズムによって検 出
されます。プロファイリングが完了 すると、メーカー指 定の最 適な速 度( 最大 2.4A) で充 電が始 まりま
す。接 続デバイスの充 電状 態によっては、これに数 十秒 程度 かかる場合 があります。

5.2.ホスト 接 続 時 に使 用
5.2.1ハブをホスト コンピュータに接 続 する
ハブの背面 にある Thunderbolt™ ホスト ポート のいずれかを使用 して、ホスト システムに接 続できま
す。背 面には 2 つのポート があるため、1 つのポート を使 用してホスト を接 続し、もう 1 つのポート を使 用
して複数 のハブをデイジー チェーン接続 できます。

ModIT-MAX
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5.2.2Linux® での Thunderbolt™ ハブの認 証
Linux® システムでは、ModIT-MAX接 続前 です。
これを行うには、Thunderbolt™ デバイス マネージャーの制 御に使用 される「boltctl」を使 用する必 要
があります。「boltctl」は、Thunderbolt™ 3™ デバイスを管 理するシステム デーモンである、boltd とやり
取りするためのコマンドライン インターフェイスです。「boltctl」を使 用して、次 のコマンドを入 力して、
ModIT-MAX .

電 力 [-t | --タイムアウト 秒 ]
Thunderbolt™ コント ローラーの電 源を入 れます。Thunderbolt™ コント ローラーが「ネイティブ」でない
場合
エニュメレーション モード」の場 合、ホスト ファームウェア/BIOS によって完全 に電源 を切ることができま
す。の上
サポート されているシステムには、Thunderbolt™ コント ローラーに「強制的 に」電 力を供 給するインター
フェイスがあります。もしも
サポート されているため、このコマンドはデーモンにそうするように要求 します。デーモンはすべてを追 跡し
ます
クライアント が要 求し、最 後の要 求があったときに強制 パワー オーバーライドを解 放します。
リリースされました。

DEVICE を承 認 する
一意 の ID (uuid) DEVICE を介して識別 される、現在 許可 されていないデバイスを許 可します。もし
キーはデータベースに保存 され、ドメインのセキュリティ レベルに応 じて使 用されます。
安全 なデバイス接 続をサポート します。デバイスの uuid を確 認するには、boltctl list を使用します。

enroll [--policy default] DEVICE
一意 の ID DEVICE を持 つデバイスを承認 し、データベースに記録 します。ドメインの場 合
安全 な接続 をサポート する 新 しいキーが生成 され、データベースに保 存されます
デバイスおよびベンダー名と一 緒に。キーが作 成された場合 は、将 来使用 されます
デバイスを安 全に認証 します。

5.2.3充 電
ホスト ポート がローカル コンピューターに接 続されている場合 、ハブはデフォルト で同期 モードになり、充
電電 流は USB インプリメンターズ フォーラム (USBIF) スーパースピード USB3 仕様 に従 って決定 されま
す。If the attached device complies with USB-IF Battery Charging specification BC1.2 and
supports Charging Downstream Port (CDP), the hub can provide high-speed charging at 2.4A.接
続されたデバイスが BC1.2 に準拠していない場 合、充電電 流は制 限されます。900ミリアンペア USB
仕様 に準拠 。
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ホスト システムに接 続している間 、デバイスへの充電 を制限 したい場合 は、次のコマンドを入力 して、
すべてのポート で CDP を無 効にすることができます。
ポート ごとに 1 または 0 を指 定して、同 期充 電オプションをオフにする CLI コマンド。

settings_unlock
settings_reset
settings_set sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
settings_set alt_sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reboot

これが簡単 な場合 は、API を介して行うこともできます。その文字 列 (\n で結 合) を次 のように指定 す
るだけです。

cbrxapi.cbrx_connection_set(handle, "settings", "settings_unlock\nsettings_
reset\nsettings_set sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nsettings_set alt_
sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nreboot")

settings_reset は以 前の設 定をすべてクリアすることに注 意してください。そのため、何か他 のものを保
持する必 要がある場 合は、最 初に settings_display を発 行することをお勧 めします。これにより、設定
全体 が得られ、その後 、変 更して再発 行することができます。

5.2.4データ転 送
データの転送 、アプリケーションの変更 、モバイルデバイスの復元 または更新 を行いたい場 合、
ローカルホスト コンピュータへのデータ接続 が必要 です。このハブは、macOS®、Windows™、および
Linux® オペレーティング システムと互換 性があり、これらのオペレーティング システムと、iOS™ や
Android™ などの多くのモバイル オペレーティング システムとの間でデータを転 送できます。
データを転送 するには、ホスト ポート をローカル (ホスト ) コンピュータに接 続します。Thunderbolt™™ 3
準拠 ケーブル。ハブに接続 されているデバイスはすべて、ホスト コンピュータのUSBポート に接続 されて
いるように見えます。
データを転送 するには、Thunderbolt™ 3互換 ケーブルを使 って、ローカル( ホスト ) コンピュータの
Thunderbolt™ポート をハブの背 面にあるいずれかのThunderbolt™ポート に接続 します。
Thunderbolt™ 2～3アダプタを備 えたThunderbolt™ 2ケーブルも使うことができますが、データ速度 が
低下 します。ハブに接続 されているデバイスはすべて、ホスト コンピュータのUSBポート に接 続されている
ように見えます。ハブはSuperSpeed USB3.2との完 全な互 換性 があるため、ポート ごとに最大 5Gbpsの
速度 でデータを転送 できます。同期 中は、各ポート の上にある黄 のLEDが点灯 します。選んだプログラ
ムを使 って、デバイスとの間 でデータを転送できます。接続 デバイスにBC1.2準拠 のCDPポート がある場
合、デバイスはデータ転送 中に最大 1.5Aを引 き出すことができます。
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5.2.5通 信 インターフェースとプロト コル
のModIT-MAX仮想 シリアル ポート (UART または VCP とも呼ばれます) として表示 されます。Microsoft
Windows™ では、システムは COM ポート として表示され、COM ポート 番 号はデバイス マネージャで確
認できます。macOS® では、デバイス ファイルは / ディレクト リに作成 されます。S は、各 デバイスに固有
の英数 字のシリアル文字 列です

/dev/tty.usbserial S
デバイスには、FTDI International の FT230X USB から UART へのコンバータ IC が組 み込まれていま
す。Windows 7 以降 では、ドライバーが自 動的 にインスト ールされる場合 があります (Windows がイン
ターネット からドライバーを自 動的 にダウンロードするように構成 されている場 合)。そうでない場合 、また
は Mac® または Linux® プラット フォームを使 用している場合 、ドライバーは www.ftdichip.com からダウ
ンロードできます。VCP ドライバーが必 要です。Linux® または Mac コンピュータの場合、デフォルト の OS
ドライバを使 用する必 要があります。
デフォルト の通信 設定 は、115200 ボー、8 データ ビット 、パリティなし、1 スト ップ ビット に設 定する必要
があります。これは、「115200,8,N,1」と呼ばれることもあります。フロー制 御は使 用されません。ANSI 端
末エミュレーションを選択 する必要 があります

5.3.スケーラビリティ
通常 、USB コント ローラーにはエンドポイント の制 限があり、ローカル コンピューターの USB3 ポート に接
続したときに列挙 できるデバイスの数が制 限されます。大 半のコンピュータのUSB3ポート xHCIホスト
ほとんどのコンピューターのコント ローラーは、列 挙されるエンドポイント の数 を 64 ～ 128 に制 限してい
ます。モバイルデバイスは複数 のエンドポイント として列挙 され、タッチパネル付きの複 雑なデバイスは
多くの場 合5～ 6のエンドポイント として列挙 されます。このため、正 常に列 挙できるデバイスの台 数
は、20未 満に制 限されるのが通常 です。
Thunderbolt™ 接 続を使 用し、ハブ内 にホスト コント ローラーを組 み込むことで、各 ポート は最 大 16 の
エンドポイント を処 理できます。より多 くのデバイスを同期 したい場 合は、複数 のハブをデイジーチェーン
接続 して、最 大で96デバイスを単一 のホスト コンピュータから同時 に管 理できます。
複数 のハブをデイジーチェーン接 続するには、各 ハブを主電 源に接続 する必要 があります個 別に接 続
する場合 は、チェーンの最初 のハブを Thunderbolt™ ポート の 1 つを介 してローカル コンピュータに接 続
する必要 があります。デイジー チェーンの次のハブは、Thunderbolt™ ポート の 1 つを使用 して、最初 の
ハブの残りの Thunderbolt™ ポート に接続 されます。3番目 、4番 目、5番目 のハブも同 じ手順 で追加
できます。前 のハブの使用できるThunderbolt™ポート をデイジーチェーンの次 のデバイスのいずれかの
Thunderbolt™ポート に接 続します。このアプローチを使用 すると、最大 6 つのハブを相互 にリンクでき、
96単一 のホスト コンピューターからデバイスを同期 します。
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5.4.ポート とModIT-MAXを管 理 する
の各ポート ModIT-MAX個別 に管理 することも、まとめて管理 することもできます。ポート のオンとオフを
切り替 えたり、ポート モードを変 更したり、充電 プロファイルを変更 したりできます。これは、LiveViewer
を使用 するか、API を介してハブに接続 することで実行 できます。

5.4.1ポート モード
同期

特定のポート またはハブ全 体を同 期モードに切 り替 えます

偏っ
た

デバイスの存在 を検出 しますが、同期も充電 もしません

オフ

Turn specific ports on or off or switch the whole hub on or off (no power and
no data channels open, mimics unplugging the device)

5.4.2Switching port modes
You can switch between port modes by using our LiveViewer application or by using the CLI.If
you switch a port off then this will stop any connection taking place to the USB device and
would mimic unplugging the USB device completely from the host system.
If you are in Sync mode and then switch to Charge mode the USB device will disconnect briefly
whilst the profiling process takes place.Once the profiling has taken place, and a charging
profile is selected, the device will then draw a charge rate, which will be defined by the charging
controller within the USB device.The charging profile will limit the maximum amount that the
device is able to draw.
If you are in Off or Charge mode and switch to Sync mode the USB device will disconnect briefly
whilst a data connection is opened, the USB device will then become available to the host as if
the USB device is connected directly to the host, and will be able to sync data at a maximum
rate of 40Gbps.The ModIT-MAX will also charge the device whilst connected.It is impossible to
have a data connection to a USB device without any power negotiating, you can reduce the
charging rates available by disabling CDP (Charging downstream port).
You can disable CDP through NVRAM settings either by going through the hub settings and
turning "Sync charge" off or through the API and disabling it via code.たとえば、コマンド ラインを使
用すると、手 順は次 のようになります。

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000
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5.4.3充 電 プロファイル
接続 されたデバイスを最適な速 度で充 電するために、当 社のスマート USBハブには以 下のインテリジェ
ント な充電 プロファイルが搭載 されています。

0

プロファイル1〜 6を選択 するインテリジェント 充電 アルゴリズム

1

2.1A (アップル)

2

BC1.2 標準 (これは、Android™ 携 帯 電話 およびその他 のデバイスの大 部分 をカバーし
ます)

3

Samsung

4

2.1A( プロファイル1だが、タイムアウト が長い)

5

1.0A (通常 は Apple が使用 )

6

2.4A (通 常は Apple が使 用)

5.4.4ファームウェア
ファームウェアは、LiveViewerソフト ウェアを使 って最 新版 に保つことができます。簡単 なユーザー エクス
ペリエンスを提供する一 環として、当 社の LiveViewer アプリケーションは、設定 して忘れるソリューショ
ンになりました。LiveViewer アプリケーションが USB ハブのファームウェアを検出 し、アップデート を提 示し
ます。
ファームウェアを更新 するには、まず、LiveViewer のファームウェア アップデーター セクションに移 動しま
す。ここでは、ハブにダウンロードしてインスト ールする利 用可能 なファームウェア バージョンを確認 できま
す。
ハブの現在 のファームウェア バージョンは、ハブの名前 の横にあるファームウェア アップデータ セクションに
表示 されます。新しいバージョンがある場合 は赤で表 示され、最新 の場合 は緑で表 示されます。
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ハブにファームウェアをインスト ールするには、更 新したいハブ/接 続されているハブをクリックしてから、
アップグレードしたいファームウェアのバージョンを選 択します。選 択後 、上部 のアップデート ボタンを押す
と、アップデート が開 始されます。

ファームウェアのバージョンとハードウェア
受け取 った新しい製品 のファームウェア バージョンを変更 しないことをお勧 めします。これにより、互 換
性の問 題が発 生し、ModIT-MAX機 能することから。

注意
君 のModIT-MAX正 しく機 能 しない場 合 があります
l

古 いファームウェアを新 しい製品 にインスト ールしないでください

注意
Cambrionixファームウェアが破 損 する恐 れがあるため
l
l

ModIT-MAX

ファームウェアの更新 プロセスを中 断しないでください。
アップデート 中は電 源を切 らないでください。
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5.5.ソフト ウェア
生産 性が向 上し、時間 を節約 できるように、Cambrionix provides interfaces by which the Hub can
be monitored and managed:
l
l
l
l

LiveViewer
カンブリオニクス コネクト
Cambrionix API
コマンドラインの説明

のModIT-MAX文字 列コマンドを使用 してホスト システムと通信 します。これらは、仮 想シリアル ポート
経由 で送信 できます。ModIT-MAXまたは API を使用 して、翻訳 された文 字列 コマンドを送 信する他
のプロト コルを提 供できます。LiveViewer は API を使 用して、使 いやすいアプリケーションを介 してデバ
イスと対話 できます。
LiveViewer アプリケーションと API の両方 に 3 つの異 なるチャネルがあります。3 つのチャネルは、アル
ファ/ベータおよびリリースです。API と LiveViewer の両方 のリリース バージョンを使用 することをお勧 めし
ます。
バグ修正 とアップデート をアルファ版からリリース版 にマージする前 にベータ版 にプッシュします。修 正が
必要 なバグを見つけた場合 、アルファ版 とベータ版 のリリースですでにこれらに対処 し、修正 を実装 して
いる可能 性があります。

5.5.1ソフト ウェアのインスト ール
Cambrionix には、異なるホスト システムを使用 してデバイスとハブを管 理するために使用 できる 2 つの
ソフト ウェアがあります。このセクションには、最も一般 的な 3 つのホスト システムでソフト ウェアを使用 す
るための手順 と情 報が記 載されています。
当社 のソフト ウェアは、からダウンロードできます。www.cambrionix.com/softwareには、
Windows™、Mac®、および Linux® システムで利 用可能 なソフト ウェアがあります。
当社 のソフト ウェアでテスト された Linux® OS システムは、Ubuntu 18.04 LTS または Debian 9 です。上
記の 2 つに基 づく他の OS バージョンの一部 は動作 します。一部 の異なる Linux® OS バージョンは動
作する可 能性 がありますが、テスト は行 っていません。
Mac® および Windows™ システムにインスト ールするには、上記 のリンクからインスト ール ファイルをダウ
ンロードします。ダウンロードしたら、インスト ール プロセスを実 行します。ダイアログ ボックスで、インス
ト ールと初期 設定を行うことができます。
Linux® システムの場 合は、上記 のリンクにある Web サイト からインスト ール ファイルをダウンロードしま
す。ダウンロードしたら、デスクト ップ GUI またはコマンドラインから次の方 法でインスト ールできます。
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sudo apt install ./

このコマンドの後 に、Web サイト からダウンロードしたばかりのファイル名 を入力 する必 要があります。

5.5.2LiveViewer
LiveViewer は、からダウンロードしたアプリケーションです。
www.cambrionix.com/products/liveviewer .ダウンロードしてホスト コンピュータにインスト ールすると、
LiveViewer を使用 してポート のオンとオフを切り替えたり、ポート モードを設 定したりできます。
LiveViewerのホームページには、すべてのポート について以 下の情 報が表 示されます。
• ステータス (接 続/切断 )
• モード( 充 電/同 期/オフ)
• プロファイル( 充 電プロファイル)
• 期間 (デバイスが接続 されている時 間)
• 終了 時間 (バッテリーがしきい値 (フル) レベルに達した時間 )
•電 流( mAでの急 速充 電電流 )
•エネルギー( 現在 のエネルギー率)
各ポート シンボルに隣接 するチェック ボックスを使用 すると、[ポート コント ロールを有 効にする] が選択
されているときにそのポート モードを変 更できます。ポート が同 期モードの場 合、LiveViewer を介 して
瞬時 電流 のみを監視 できます。ポート が充電 モードの場合 、充電 プロファイル、電 流、エネルギー率、
充電 時間 、および終 了時 間が表 示されます。個 々のポート 情報 と制御 に加 えて、LiveViewer はハブ
レール電圧 、スイッチを入れてからの時間 、合 計電 流と電力 、および温 度を表 示します。LiveViewer
の詳細 については、当社 の Web サイト を参照 してください。

NVRAM 設 定
ハブ内には、NVRAM 設定 と呼ばれる「不揮発 性 RAM 設 定 」と呼 ばれる特定 の制御 可能 な設定 が
いくつかあります。これらは、さまざまな異なる設 定を制 御します。ModIT-MAX .
LiveViewer を開き、接続 するハブを選 択すると、NVRAM 設 定に移 動できます。接 続されたハブを選
択したら、LiveViewer から画面 の右上 にある下のアイコンに移 動し、ページの下部 にある [詳 細設 定]
をクリックします。

詳細 を押すと、詳 細設 定ページが表 示され、デフォルト の工 場設定 に戻すなど、NVRAM 設定 を表
示および変更できます。
NVRAM 設 定とその管理 方法 の詳細 については、CLI マニュアルを参照 してください。ここのリンクで見
つけることができます。
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5.5.3Cambrionix API
Cambrionix APIでは、各ポート をより詳 細に監視 、制 御し、これらの機能 を独自 のワークフロープロセ
スに統 合することができます。API は、次のサイト からダウンロードできるデーモン (バックグラウンドで実
行されるプログラム) で構成 されます。www.cambrionix.com/products/apiホスト マシンにインスト ー
ルされます。ポート 情報 と制 御は、API を介 して提供 できます。呼び出 しは、API への要求 として送 信
され、ポート 、デバイスまたはハブの情報 を「取得 」するか、ポート 機能 (モードなど) を「設定 」します。
サンプル コードのライブラリは、次 のサイト から入 手できます。www.cambrionix.com/products/api完
全なユーザー マニュアルとともに、これらの機 能の多くをプロセス ワークフローに統合 するのに役 立ちま
す。

5.5.4ソフト ウェアをアップデート する
LiveViewerを使 うことで、最 新のソフト ウェア( LiveViewerおよびCambrionix API) を自 動的 にダウン
ロードしてインスト ールできます。
LiveViewer の左側 にある設定 セクションに移動 すると、[全般 ] タブに移動 できます。このタブの下に、
LiveViewer と API の両 方を最 新の状 態に保つためのオプションが表 示されます。

自動 ソフト ウェア チェックをいつ実行 するかを選 択できます。または、必要 に応じて、手 動更 新の選 択
に変更 することもできます。アルファ版、ベータ版 、またはリリース版のオプションから、使 用するソフト ウェ
アのバージョンを選択 することもできます。
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利用 可能 なソフト ウェア アップデート がある場 合は、[今 すぐインスト ール] を選択 してインスト ール プロ
セスを開 始できます。プログレス バーにインスト ール ステータスが表示されます。このバーから、見ている
ソフト ウェアのバージョンのリリース ノート を表 示することもできます。

5.5.5ソフト ウェアの削 除
ホスト システムからソフト ウェア (Cambrionix LiveViewer および Cambrionix API) をアンインスト ールす
る場合 は、次 の手順 に従 ってください。API を削 除する際に注 意すべきことの 1 つは、同 時にインスト ー
ルされるレコーダー サービスも削除 されていることを確認 することです。

Windows™
Windows™ システムからソフト ウェアを削 除するには、[プログラムの追 加と削 除] で削除 したいソフト
ウェアを見 つけ、それを選択 して [アンインスト ール] をクリックします。

macOS®
macOS® システムからソフト ウェアを削除 するには、Finder でアプリケーションを見つけ、アプリケーション
をゴミ箱にドラッグするか、アプリケーションを選択 して [ファイル] > [ゴミ箱 に移動 ] を選 択します。Mac®
の管理 者アカウント の名 前とパスワードを入力するよう求 められる場 合があります。次 に、アプリケーショ
ンを完全 に削除 するには、[Finder] > [ゴミ箱を空 にする] を選択 します。
または、以 下の手 順を使 用してください。

sudo /library/cambrionix/apiservice/bin/cambrionixapiservice --remove
sudo /library/cambrionix/apiservice/bin/cambrionixrecorderservice
--remove

Linux®
Linux® でソフト ウェアを削除 するには、2 つのオプションがあります。
1 つ目 は、ソフト ウェア センターを使用 することです。次 に、インスト ールされているアプリケーションのリス
ト または検索 バーを使用して、削除 するソフト ウェアを見 つけます。アプリケーションを選択 したら、削除
ボタンをクリックします。パスワードの入 力を求 められます。パスワードを入力 すると、ソフト ウェアが削除
されます。
ソフト ウェアを削 除する 2 つ目の方 法は、コマンド ラインを使 用することです。コマンドを次 のように使用
するだけです。

sudo apt remove program_name
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アカウント のパスワードを入 力するよう求 められます。入 力すると、画 面には何も表 示されません。削
除を確 認する必 要があります。確 認を求 めるメッセージが表示 されたら、Enter キーまたは Y キーを押
します: apt remove コマンドでは正確なパッケージ名を使 用する必 要があることに注 意してください。
パッケージエラー」。アンインスト ールするプログラムの最初 の数文 字を入 力してから、Tab キーを押 しま
す。名 前の先 頭の文 字に一致 するすべてのインスト ール済 みパッケージが表示 されます。

5.5.6コマンドライン命 令 (CLI)
コマンドライン命令 を使用 して、の機能 を制御 および監視 できます。
ハブと接続 されたデバイス。コマンドライン インターフェイスを使用 するには、シリアル ターミナル エミュ
レータをホスト コンピュータにインスト ールする必 要があります。例 としては、Serial、ZTerm、PuTTy、
Minicomなどが挙 げられます。さらに詳しい情 報が必 要な場 合は、こちらの詳細 情報 をご覧ください。
www.cambrionix.com/cli
以下 に 2 つのコマンド例 を示します。これらのコマンドを使 用して、ハブの情 報と正常 性を確 認できま
す。

コマンド

アクション

system

ハードウェアとファームウェアの情報を表示する

health

電圧 、温度 、エラー、ブート フラグを表 示する
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5.6.ユーザー調 整
5.6.1ケーブルの変 更
のケーブルを変更 できます。ModIT-MAX使 用するデバイスに合 わせてください。これは、以下 の方法
を使用 して実現 できる簡単 なプロセスです。
l
l
l
l
l

小型 のマイナス ドライバーを使 用して、モジュールのフロント パネルを取り外します。
黄色 のケーブルアームを取り外 します
黄色 のアームからケーブルを取り外します
モジュールからケーブルを抜く
元のケーブルを取 り外したら、新しいケーブルを差 し込んで、逆 の手順 を繰り返 します。

5.6.2バックスト ップの調 整
バックスト ップをユニット に合わせて調整 できます。これにより、スロット の深さが変 更され、スロット 内の
大小 のデバイスに適合 します。バックスト ップはすべてのスロット にまたがっているため、それぞれの深 さが
一定 になります。
ユニット の背 面の中央 に六角 レンチ ネジがあり、ネジを締めてバックスト ップを前後に動 かすことができ
ます。
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5.7.ModIT-MAXのクリーニング
Cleaning the product is generally not required, although in some instances it may be necessary
if excess dirt/ dust/ hair has accumulated, or if minor liquid spillages have occurred on the
module during operation or storage.

注意
感 電 または怪 我 の恐 れがあるため
l

l

l

l
l
l

If there is a dirt/ spillage over a ventilation slot, external data/ power
connector or product aperture, please remove power from the unit
without touching the liquid and contact Cambrionix immediately

製品 の電源 が切れていて、電 源コードが製品 から取り外されていることを確 認してください。電
源ケーブルはプラグを持 ってください。感電 の恐れがあるため、濡 れた手 や湿 った手でプラグや電
源コードに触らないでください
清潔 で乾いた柔 らかい布 で製品 を拭いてください。アルコール、溶 剤、または界 面活 性剤 が含
まれた洗剤 は使わないでください。水や洗 剤を直 接製 品に吹きかけないでください
必要 な場合 は乾いた柔 らかい布 を水で濡 らし、完全 に絞 ってから製品 を拭いてください
クリーニングが終わったら、製品 を完全 に乾 かしてください
クリーニングと乾 燥が終 わったら、電 源コードを再び接続し、指示 に従 って製品 を使用 してくださ
い

抗菌添加剤
ModIT (Clariant 製 ) 内 に統合 された当社 の抗菌 技術 は、微 生物 の存在 を継続 的に最小 限に抑 え
るように機能 します (バクテリア、藻類 、菌 類) 製 品のライフサイクル全 体を通 して。これは、微生 物が
増殖 できない表面 を持つことで機能 し、微生 物の拡 散を減 らします。これにより、接 触点 を最小 限に
抑え、作業 環境 全体 で感染症 や病気 を伝染 させるリスクを減らすことができます。
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6.製 品 仕 様
のModIT-MAXで製造 されていますイギリス

6.1.入 力 電 力 要 件
入力 電 圧

100～250 VAC

入力 電 流

4A @ 115 VAC

入力 接 続

C14

6.2.出 力 電 力
出力 電 圧

5.0V +/-5%

出力 電 流 ( ポート あたりの最 大値 )

2.4A

出力 電 力 ( ポート あたりの最 大値 )

12W

出力 電 力 ( 合 計 )

200W

6.3.エラー フラグ レール値
5ボルト レール最大

5.58V

5ボルト レール分

4.5V

6.4.物 理 的 仕 様
入力 コネクタ

2 x Thunderbolt™ 3

出力 コネクタ

16×USB3.2 Type-A

ポート あたりの最 大ダウンスト リーム データ速 度

40Gbps

周囲 動 作 温 度範囲

0～ 35 °C

相対 湿 度

5 - 95% 結露 なきこと

寸法

445×367×230mm

Weight (kg)

15
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6.5.パッケージ情 報
箱入 りの寸法

0.57×0.34×0.57m

6.6.消 耗 品 と注 文 方 法
下表 は、デバイスをハブに接 続するために必要なケーブルなど、ModIT-MAXに必 要になる場合 がある
消耗 品の一 覧です。

ヒューズ

T5A 240V

ケーブル

16×USB3.2 Type-A

電源 ケーブルなどの予備 部品 が必要 な場合 は、Thunderbolt™™ 3これらは、製 品の部 品番 号とス
ペア部品 の番号 を引用 して注文 できます (同 梱品 のセクションから入手 できます)。
これらは、購入 したリセラーまたはソリューション パート ナーから注文できます。ModIT-MAX
Cambrionixから、またはCambrionixから直接。
お住まいの地 域のパート ナーを見 つけるには、次のサイト をご覧ください。
www.cambrionix.com/partnersあなたを支援 し、連 絡先 情報 を見つけることができる地 元のベン
ダーとディスト リビューターについて学ぶことができます.
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7.ト ラブルシューティング
問題 が発生 した場合 ModIT-MAX ;次の解 決策 を試してください。このセクションで問題 が解 決されな
い場合 は、お近 くのベンダーまたは Cambrionix にお問 い合わせください。

7.1.初 期 のト ラブルシューティングのヒント
最初 に確認 するヒント と情報 。
l
l
l

l
l

l

デバイス (電話 、USB スティック) をハブに接続 すると、OS に表示 されますか。
ハブが入 っているポート に同じデバイスを直 接接続 すると、OS に表示 されますか。
Thunderbolt™ ホスト ケーブルを使用 していますか?(USB Type-C は Thunderbolt™ とは異 なり
ます)
Thunderbolt™ ケーブルは Thunderbolt™ ポート に接続 されていますか?
動作 しているハブのケーブルを使 用するか、動 作しているケーブルにアップデータ ケーブルを切 り
替えてみてください。
ハブのヒューズは確 認しましたか？

7.2.LiveViewer によるロギング
バグや問 題が発 生している場 合は、動 作のログを取 得して、何 が起こっているかをより詳 細に確認 す
るようお願いする場 合があります。動 作のログを取得 するには、次の手 順を使 用してログの zip ファイル
を取得 します。

1. LiveViewer を開きます (まだダウンロードされていない場 合は、当社の Web サイト にアクセスし
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

て、API と LiveViewer の両 方をダウンロードしてください)。www.cambrionix.com/software
LiveViewer に入 ったら、画面 の左側 で設定 セクションを選 択します。
設定 セクションに移 動したら、[API] タブを選 択します。
API セクションで、ローカル API の右側 にある「歯車 」をクリックします。
「すべて選 択 」チェックボックスをクリックしてから、保 存ボタンをクリックします。
これを有効 にした後 、表示 されている問 題を引 き起こす方法 でハブを使用 します。
問題 が発生 するのを待ちます。iPad を更 新すると、デバイスが切 断されます。
問題 が発生 した時刻 をメモしてから、LiveViewer の API ページに戻り、zip ログを押 します。
ログを取得 したら、[すべて選 択] ボックスのチェックを外 して、設定 を保存 します。
ログを送信 して確 認してください。

API はそれぞれ 256Mb で最 大 20 個のログを保持 するため、通常 、最 新のものは小さくなります。ク
ラッシュが発 生した場合 、小 さいログ ファイルが表示 され、API の次のインスタンスが既 存のものをシャッ
フルします。

7.3.ハードウェア障 害
ハードウェアに障害 が発生 した場合 、LED が一定 のパターンで点 滅して、障 害の種 類を特 定できま
す。ダウンスト リーム ポート に LED がない場合 、電源 LED はパターンを点滅 させます。
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ユニット は 4 回 点滅 し、続いて 8 回の長 点滅 または短点滅 を繰り返 します。フラッシュは、エラー コー
ド リスト の数 字と一致 する 2 進数 の数字 です。
つまり、LED が次のように点滅 する場合 - BBBB SLSSSLSS、2 進 数は 01000100 です。

7.4.デバイス接 続 。
デバイスの接 続に問題 がある場合 は、次 の一般 的な解決 策を読 んで、観 察された動作 が解決 する
かどうかを確認 してください。

Device issues when updating
We have found that during updates on some devices the connection can be dropped or lost on
the device, this is due to devices going in and out of the bootloader and requiring different
power levels.Disabling CDP has resolved this issue for our customers.
You can disable CDP through NVRAM settings either by going through the advanced settings
and turning "Sync charge" off or through the API and disabling it via code.For example, the
instructions would be below using the command line.

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

不 安 定 なデバイス接 続
デバイスによっては、ホスト システムとの接 続が不 安定 になることがあります。ModIT-MAX .We have
only observed this behaviour in a very few amount of devices, disabling CDP this has resolved
all issues and the connections are stable.
You can disable CDP through NVRAM settings either by going through the advanced settings
and turning "Sync charge" off or through the API and disabling it via code.たとえば、コマンド ライン
を使用 すると、手順 は次のようになります。

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

Android のバッテリー情 報
Android デバイスでバッテリー情 報の表 示に問題 がある場合 は、まず ADB ツールがインスト ールされて
いることを確 認してから、これらのことを順 番に試してください。
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1. Android デバイスで開 発者 向けオプションが有 効になっていることを確 認し、USB デバッグも有
効になっていることを確 認します。

2. この手順 を実行 してもまだ機 能しない場 合は、[開 発者 向けオプション] に移動 し、[USB デバッ
グ認証 を取り消す] をクリックします。ケーブルを抜 いて再接 続します。

3. それでも問題 が解決 しない場 合は、上部 の開発 者向 けオプションをオフにしてから再 度有 効に
し、「USB デバッグ」を再度 有効 にします。

4. 各ステップで詳細 な情報 を ADB から直 接取 得して、診 断することができます。

adb.exe shell dumpsys battery # use -s serial_number as first options
if you have more than 1 android attached

不 明 なデバイス
Liveviewer およびデバイス マネージャー内 で、接 続されたデバイスが不明 なデバイスとして表 示される
ことがあります。
これは、ホスト システムがデバイス上で信 頼される必要 があることが原 因である可能 性があります。こ
れは、最 初の接 続時 にデバイス自体で実 行できます。
これは、ホスト システムの USB コント ローラーで使 用できるエンドポイント の数 が不十 分であることが原
因である可 能性 もあります。USB コント ローラー内のこの制限 は、問 題のコント ローラーに接 続する
USB デバイスの数を減 らした場 合にのみ解 決できます。
Apple デバイスの場合 、「USB アクセサリ」と呼ばれる設 定があり、有 効にできます。有 効にすると、デ
バイスのロック解 除/信 頼が必 要になる回 数が減 ります。詳細 については、こちらのリンクを参照 してく
ださい。

これ以 上 デバイスを接 続 できません
場合 によっては、USB コント ローラーのエンドポイント 制 限に達し、ホスト システムにそれ以上 デバイス
を接続 できなくなることがあります。
USB3 から USB2 に接続 を変更 することで、より多 くのスペースを作 成できます。起動時 に BIOS で
USB3 を無 効にすることで、接続を変 更できます。
はるかに簡単 な方法 は、USB3 ケーブルの代わりに USB2 ケーブルを使 用して、接 続を USB2 に制 限
することです。

7.5.ハブ接 続 の問 題
ハブとホスト システムへの接 続に問題 がある場合 は、以 下のト ラブルシューティングの解 決策 を参照 し
てください。
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ハブがホスト に接 続 していません
あなたがそれを見ればModIT-MAXがホスト システムに接 続していない場合 、問 題の 1 つは、ホスト シ
ステムの USB ドライバーが最新 でないことが原 因である可 能性 があります。ホスト システムに最 新のド
ライバーと更 新プログラムがインスト ールされていることを確認することをお勧めします。これは通常 、OS
によって処理されますが、USB ホスト コント ローラーの製 造元 から直 接更 新が必 要になる場 合があり
ます。これは、Web サイト で確 認できます。
必要 な USB ドライバーは FTDI ドライバーで、サイト https://ftdichip.com/drivers/にあります。

拡 張 ポート を使 用 した複 数 の PDSync-C4 のデイジー チェーン接 続
USB C ケーブルは、速 度、電力 、およびプロト コル機能 が異なる場合 があります。一部 の「アクティブ」
または
E マーク タイプ C ケーブルは、拡張 ポート を別の PDysnc-4 に接続 する場合 、デイジー チェーンで機 能
しない場合 があります。「パッシブ」タイプ C ケーブルを使用 することをお勧めします。e マーカーが取り付
けられたケーブルは使 用しないでください。ケーブルの供給 元に問 い合わせて、e マーカーが取 り付 けら
れているかどうかを確認してください。

COM ポート にアクセスできません
「COM (および番 号) を開けませんでした (アクセスが拒否されました)」というエラー メッセージが表 示さ
れる場合 があります。
これは、アプリケーションがハブが接続 されている COM ポート を制御 しており、後 続のアプリケーションが
ハブにアクセスできないためです。これを解決するには、別 のアプリケーションを開く前 に、COM ポート を
制御 するアプリケーションをすべて閉 じる必要があります。

7.6.GUI なし
GUI のないヘッドレス システムを使 用していて、サポート の問題 のためにロギングを有 効にする必要 が
ある場合 は、次 のコマンドを使 用してロギング cfg ファイルを手動 で作成 できます。

echo
*=debug>/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

次に、問題 を再現 した後 、フォルダーからログを圧 縮できます

/var/log/cambrionix
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作業 が終了 したら、以下 のファイルを削除 できます。

/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

7.7.ソフト ウェアのト ラブルシューティング
一部 のユーザーは、API が高 レベルの CPU 使 用率を引 き起こす可 能性があることに気付 いています。
これは、API レコーダー サービスにリンクできる場合 があります。これを見つけて使用 していない場 合は、
システムから完 全にアンインスト ールすることをお勧 めします。
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8.廃 棄
古い電 気および電 気機 器の廃 棄( 独立 した収 集システムを持 つ欧 州連 合およびその他 のヨーロッパ
諸国 に適用 可能 )

この製品 は、廃 電気電 子機 器 (WEEE)に関 する欧 州議 会および欧
州連 合理 事会 の指令 2012/19/EUの対象 になっています。この指 令
を採用 している法域 では、この製品 は2005年8月 12日 以降 に発売
されたものとしてマークされています。未 分類 の都市 廃棄 物として処
分しないでください。この製品 を廃棄 する場合 は、最寄 りのWEEE収
集施 設を利 用するか、該 当するすべての要件 を遵守 してください。

Cambrionix PRN (生 産者登 録番 号) 英国 の場合 は「WEE/BH191TT」です。
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9.返 品 ・破 損 品
破損 した製品 の返品 または修 理をご希 望の場 合は、まず当 社のウェブサイト の条 件をご覧 ください
www.cambrionix.com/terms-conditions
製品 を返品 する前に、ヘルプとサポート セクション。

9.1.注 文 した商 品 が届 いたときに、商 品 に欠 陥 や物 理 的 な損 傷 が
あった場 合 はどうすればよいですか?
注文 品を受 け取 った箱 が破損 している場 合、および/または製品 に物理的 な損傷 がある場合
は、Cambrionix カスタマー サポート までご連 絡ください。カスタマー サポート に連絡 する際 は、
破損 した箱および/または製 品の写 真を提 供してください。
l ご注文 の商品 に物理 的な損傷 はなく、正 常に機能 していない、または電源 が入らない場 合
は、カスタマー サポート に連絡 し、社 内でト ラブルシューティングを行 うための手順を含め、できる
だけ多くの情 報を提 供してください。
l カスタマー サポート に連絡する際 は、破 損した箱と製品 の写真 を添付 してください。
注: ご注文 品が破 損した箱で届 き、配 送業 者に破損 が指摘 された場 合は、その詳細を記 載した納
品書 のコピーをご提 供ください。
l

9.2.返 品 をリクエスト した後 はどうなりますか?
l

l

l

l

l

l

l

Cambrionix から直 接製 品を購 入していない場合 は、最 初に製 品を購 入したベンダーに連 絡
して、返 品手 続きを行 ってください。
Cambrionix に返 品を通 知すると、Cambrionix は製品 の回収 を手配 するか、製品 を直接 返
品するための指 示と詳細 を提供 します。
製品 を返品 する場合 は、サポート プロセスを通じてアドバイスされたアイテムのみを返送 してくだ
さい。
可能 な限り元 のパッケージに入れて製 品を返 品してください。元のパッケージがない場合は、適
切な梱 包方 法を使 用して、製 品が衝 撃による損 傷を受 けないようにしてください。すなわち厚
さ50mmのやわらかい素材 を使用 した二重構 造のダンボール箱 です。
元の状 態で返 品されなかった製品 は、追加 費用 が発生 する場合 があります。当社 のウェブサ
イト の保証 と条 件のセクションを参照 してください。
Cambrionix が集荷 を手配 する場 合、Cambrionix が別 途通 知しない限 り、返品 送料 は無料
です。
商品 の返品 についてお問 い合わせの際 は、以下 の情報 をお知らせください。
- 集 荷場 所
- 出 荷の重量 と寸法
・ご希 望の収 集日 時。
- 製 品シリアル番 号
- 発 注番 号
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10.コンプライアンスと基 準
l
l
l
l
l
l
l

CEテスト 済みおよびマーク付き
CB証 明書
EN60950 IT 機 器の安 全要 件に準 拠
FCCパート 15テスト 済みおよびマーク付き
UL94-VO仕 様の防 火エンクロージャ内に収容
RoHS対 応
ファイル#E346549の下、Underwriters Laboratory (UL)による独 立安 全性 試験 が行われまし
た
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商 標 や登 録 商 標 などの保 護 された名 称 と記 号 の使 用
このマニュアルでは、Cambrionixとはまったく関 係のないサードパーティ企 業の商標 や登録 商標 などの
保護 された名 称や記 号を参 照している場合 があります。この場合、その参照 は説明 のみを目 的とし
ており、
Cambrionixが製品 またはサービスを推奨 したり、このマニュアルが対 象のサードパーティ企 業によって適
用される製品 を推奨 したりしているわけではありません。
Cambrionixは、このマニュアルおよび関連 ドキュメント に含まれるすべての商標 、登 録商 標、サービス
マークなどの保護 された名 称や記号 が、各 々の所 有者 に帰属することをここに認 めます
「Mac®およびmacOS®は、米国 およびその他の国 と地 域で登 録されたApple Inc.の商 標です。」
「Intel®およびIntelのロゴは、Intel Corporationまたはその子 会社 の商標 です。」
「Thunderbolt™ および Thunderbolt のロゴは、インテル コーポレーションまたはその会社 の商標 です。
またはその子会 社の商 標です。」
「Android™はGoogle LLCの商 標です」
「Chromebook™はGoogle LLCの商標 です。」
「iOS™は、米国 およびその他 の国におけるApple Inc.の商 標または登 録商 標であり、
ライセンスに基づいて使用 されています。」
「Linux®は、米国 およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登 録商標 です。」
「Microsoft™およびMicrosoft Windows™は、Microsoftグループ企 業の商 標です。」
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カンブリオニクスの特 許
タイト ル

リンク

出願番号

助成金番号

同期 および充電ポート

GB2489429

1105081.2

2489429

カンブリオニクス

UK00002646615

2646615

00002646615

CAMBRIONIX 非常にイ
ンテリジェント ...

UK00002646617

2646617

00002646617

MOD IT DS

GB2591233

6089600

6089600

MOD IT

eサーチ

007918669

007918669

MOD IT

90079186690001

007918669-0001 90079186690001

MOD IT

90079186690002

0079186690002

90079186690002

MOD IT

90079186690003

0079186690003

90079186690003

MOD IT

90079186690004

0079186690004

90079186690004

MOD IT

90079186690005

0079186690005

90079186690005

MOD IT

90079186690006

0079186690006

90079186690006

MOD IT

195761

195761

MOD IT DS

30202007995X

30202007995X

MOD IT MM

30202007994Y

30202007994Y

MOD IT スタック

30202007993P

30202007993P

MOD IT DS

6077253

6077253

6077253

MOD IT DS

3a2f8b88e935

202012311

202012311

195759

195759

MOD IT DS
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タイト ル

リンク

出願番号

助成金番号

MOD IT DS

329440-001

MOD IT DS

29/735,477

D936,001

MOD IT

6077254

6077254

6077254

MOD IT MM

6077255

6077255

6077255

MOD IT MM

2a6ebe915fe9

202012310

202012310

MOD IT MM

195758

MOD IT MM

329441-001

MOD IT MM

29/735,479

MOD IT

6077256

6077256

6077256

MOD IT スタック

6077257

6077257

6077257

MOD IT スタック

081a4b9c69eb

202012312

202012312

29/735,475

D936,000

MOD IT スタック
MOD IT DS ラグ

6089601

6089601

6089601

MOD IT MM

6089602

6089602

6089602

MOD IT DS ラグ

6089603

6089603

6089603

MOD IT スタック

6089604

6089604

6089604

MOD IT

6089605

6089605

6089605
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Cambrionix Ltd
The Maurice Wilkes Building
Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
United Kingdom
+44 (0) 1223 755 520
enquiries@cambrionix.com
www.cambrionix.com
Cambrionix Ltd は、イングランドとウェールズで登 録された会社 です。
会 社番 号06210854で
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