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2.あなたのThunderSync3-C10一目で

のThunderSync3-C10 USB 準拠のデバイスに高速データ転送を提供し、エンドポイントの制限を拡張するよ

うに設計されています。

のThunderSync3-C10ローカルコンピューターを使用せずに、接続されている USB デバイスを充電できます。

のThunderSync3-C10 USB 準拠のデバイスを最適な速度で充電できます (最大3 A)。ファームウェアを更新

して、ThunderSync3-C10最新のデバイスを管理できます。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 の監視および制御ソフトウェアは、次の

Web サイトからダウンロードできます。https://www.cambrionix.com/software

あなたとThunderSync3-C10がありますサンダーボルト™ 3まで可能なホストへの接続5 (Gbps) .アップストリー

ムデータ転送速度は、ダウンストリーム接続間で共有されます。

2.1.主な機能

最大
5 (Gbps)

/ポート

最大
3あ

/ポート

最大
60

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

各高速ポートは最大でデー

タを転送できます5 (Gbps)
各ポートは最大でデバイス

を充電できます3あ ( 15 W)
まで60複数のハブを使用して

デバイスを一度に接続できます

https://www.cambrionix.com/software
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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 規格に従って作成されています。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。ThunderSync3-C10 .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、発見された問題に迅速に対応し、ドキュメントを更新して

これを反映させることができます。

このユーザーマニュアルの指示を理解し、遵守することは、危険のない使用と操作中の安全のための前提条

件です。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。

追加情報が必要な場合、またはこのマニュアルで十分に対処されていない問題が発生した場合は、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

このユーザーマニュアルの安全上の注意事項を常に守ってください

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。

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
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3.3.ピクトグラム

これらの記号は、潜在的な危険や取るべき行動を警告するために、このドキュメント全体で使用されます。

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 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および製造されています。

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

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。
製品を開けないでください

注意

火災、けがのおそれあり

製品の通気口をふさがないでください。
製品を可燃物で覆ったり、近くに置いたりしないでください。
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注意

製品に損傷を与える恐れがあるため

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、外部電源を使用する際に従うべき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

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

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。
このマニュアルの電源仕様を超える電源を使用しないでください

3.6.保管と取り付け

このセクションでは、製品の設置および保管時に守るべき安全上の注意事項について説明します。

ThunderSync3-C10 .

注意

感電やけがの恐れがあります

電源コードを熱源の近くに置かないでください。
プラグはアースされたソケットにのみ接続してください。
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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。

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

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。

注意

ブラケットに過負荷をかけると、故障の原因となる場合があります

当社のすべての製品のラックブラケットは、モバイルアプリケーションで使用するよう

には設計されていません。ユニットが完全にサポートされていない場合、たとえば道

路輸送中の衝撃などにより、ブラケットが故障する可能性があります。
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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ThunderSync3-C10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.製品の開梱

商品がお手元に届きましたら、開封前に箱内の納品書をご確認いただき、内容・数量に間違いがないこと

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

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ラベルがあります。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 サンダーボルト™ 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)
l ThunderSync3-C10ハブ
l 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 )
l 電源ユニット

部品の説明 品番

サンダーボルト™ 3アップデータケーブル 200369

電源ユニット 200402

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
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4.3.主電源に接続する

電源ユニット (PSU) をハブに接続します。4ピンMini-Dinプラグ。電源ケーブルをPSUに接続します。地域の

安全規則を順守していることを確認し、電源ケーブルを 100 ～ 250 VAC の主電源コンセントに接続し、ハ

ブの電源入力コネクタの隣にある小さな電源スイッチを使用してハブをオンにします。デバイスの電源を入れ

ると、緑電源入力の横にある LED が点灯します。これで、ハブは接続デバイスを充電することができます。

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.ホストへの接続

電源を接続したら、ThunderSync3-C10を使用してホストシステムにサンダーボルト™ 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 では、付属のThunderbolt™ ケーブルを使用することを推奨しています。ThunderSync3-C10 .
独自のケーブルの購入を検討している場合は、最大上り速度 Gbps に適したケーブルは次のいずれかで

す。

l 最大0.8mのパッシブ
l 最大2mのアクティブ

Cambrionix は、Intel® によって認定されたケーブルを使用することを推奨しています。Thunderbolt™ ロゴが

付いたすべてのケーブルは、認定を受けている必要があります。

一度にハブに接続できるホストは 1 つだけです。

USB 仕様では、データ転送中に利用できる充電電流は最低 100 mA であることに注意してください。上記

のように、接続されたデバイスにBC1.2 準拠のCDP ポートがある場合、デバイスは最大3 A データ転送中。

4.5.充電

あなたのThunderSync3-C10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。3 A.充電

の仕方は、ThunderSync3-C10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

バイスが消費したい最大充電量を決定します。

最大充電率ですが、3 A 可能ですが、デバイス自体が正確なレートを決定するため、接続されているすべて

のデバイスタイプで最大充電量が表示されない場合があります。

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.登録

www.cambrionix.com/product-registrationで製品を登録できます。

http://www.cambrionix.com/product-registration
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4.8.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、特定の製品を識別し、プロセスをスピードアップするのに役立ちま

す。

http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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5.あなたのThunderSync3-C10
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 の状態

あなたのThunderSync3-C10ポート、デバイス、および電源状態の状態を示すために使用される組み込みの

LED があります。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。ハブの電源がオンになると、使用可能な

すべてのLED が 1 回点滅してから、以下で説明するデフォルトの動作に戻ります。

色 動作

緑色に点灯 デバイスが接続され、ポートが有効になっている

黄 ハブをリセットしています

赤 致命的な誤り

LED オフ デバイスが検出されません

5.0.2ファンの動作

あなたのThunderSync3-C10内部温度が設定されたしきい値を超えたときに製品を冷却するために使用さ

れる内蔵ファンがあります。電源を入れると、ファンが約 1 秒間回転してからオフになります。ファンがデバイス

を冷却し始める温度は、55 °C、内部温度が到達するとファンは最大速度になります70 .一度

ThunderSync3-C10の内部温度を下回っています55ファンがオフになります。

5.1.ホストに接続せずに使用する

ハブの電源が入っていて、ローカルホスト コンピュータに接続されていない場合、ハブはインテリジェントな充

電アルゴリズムを使用してデバイスを充電するように自動的に構成されます。USB 準拠のケーブルを使用し

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。

5.2.ホスト接続時の使用

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。

5.2.2Linux® でのThunderbolt™ ハブの認証

Linux® システムでは、ThunderSync3-C10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、ThunderSync3-C10 .
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これに関するいくつかの有用な情報は、次のリンクにあります。

https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/en/man1/boltctl.1.html

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「ネイティブ列挙モード」で

ない場合、ホスト ファームウェア/BIOS によって完全に電源がオフになる可能性があります。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。サ

ポートされている場合、このコマンドはデーモンに要求します。デーモンはすべてのクライアント要求を追跡し、

最後の要求が解放されたときに強制パワーオーバーライドを解放します。

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。接続さ

れたデバイスがUSB-IF バッテリー充電仕様 BC1.2 に準拠し、充電ダウンストリームポート (CDP) をサポートし

ている場合、ハブは 1.5A で高速充電を提供できます。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。

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、CDP を無効にすることができま

す。詳細設定を使用して「同期充電」をオフにするか、API を使用してコードで無効にすることにより、内部ハ

ブ設定を介して CDP を無効にすることができます。たとえば、コマンド ラインを使用した場合の手順は次のと

おりです。

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。

https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/en/man1/boltctl.1.html
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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。Cambrionix API およびソフトウェアは、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。サンダーボルト™ 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 準拠ケーブルを使用して、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 Thunderbolt™ ポートの 1 つに接続します (Thunderbolt™ 4 ケーブ

ルは下位互換性があります)。Thunderbolt™ 2-3 アダプターを備えた Thunderbolt™ 2 ケーブルは、データ速

度を落として使用することもできます。ハブに接続されているすべてのデバイスが、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表示されます。このハブは SuperSpeed USB 3.2 に完全に準拠しており、ポート

あたり最大 5Gbps のデータ転送速度を提供できます。あ青同期中は、各ポートの上のLED が点灯します。

選択したプログラムを使用して、デバイスとの間でデータを転送できます。

5.2.5通信インターフェースとプロトコル

のThunderSync3-C10仮想 COM ポート (VCP) 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次のとおりです。ANSI 端末エミュレーションを選択する必要があります。

通信設定 価値

1 秒あたりのビット数 (ボー) 115200

データビット数 8
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通信設定 価値

パリティ なし

ストップビット数 1

フロー制御 なし
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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60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、60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。

エンドポイント、複数のデバイスの接続、およびホスト システムに接続できるデバイスの数の計算の詳細につ

いては、エンドポイントに関するテクニカルノートを参照してください。

TS3-C10 とTS3-16 など、異なる Thunderbolt 3 製品をデイジーチェーン接続することができます。

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Technical-note-endpoint.pdf
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5.4.ポートとあなたのThunderSync3-C10
の各ポートThunderSync3-C10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、ポートに適用されるその他のさまざまな設定を変更したりできま

す。ThunderSync3-C10詳細については、LiveViewer内部ハブ設定の下のセクション。これは、LiveViewer、
CLI、または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

オフ
特定のポートをオンまたはオフにするか、ハブ全体をオンまたはオフに切り替えます (電源もデータ

チャネルも開かず、デバイスのプラグを抜くように模倣します)。

5.4.2ポート モードの切り替え

LiveViewer、CLI を使用するか、API を介してハブに接続することで、ポート モードを切り替えることができま

す。ポートをオフにすると、USB デバイスへの接続がすべて停止し、ホスト システムから USB デバイスを完全に

取り外すことになります。

ハブ設定を介して「同期充電」をオフにするか、API を介してコードを介して無効にすることにより、内部ハブ

設定を介して CDP を無効にすることができます。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

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。

1 900mA

2 1.5A

3 3A

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 のファームウェアセクションに移動します。ここでは、ハブにイ

ンストールできるファームウェアの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、更新したい接続されているハブをクリックします。最新のファーム

ウェアが自動的に選択されます。更新するファームウェアのバージョンを変更する場合は、これも実行できま

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。

注意

あなたのThunderSync3-C10正しく機能しない場合があります

ファームウェアを新しい製品にダウングレードしないでください

注意

Cambrionixファームウェアが破損する恐れがあるため

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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注意

新しいバージョンが利用可能になる場合があります

ハブに最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確認してください。これらのアップ

デートには、多くの場合、新機能、バグの修正、およびパフォーマンスの改善が含まれます
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5.5.ソフトウェア

Cambrionix は、ハブを監視および管理できるインターフェイスを提供します。

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

LiveViewer またはCambrionix Connect 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

やり取りしたり、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したりできま

す。のThunderSync3-C10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。ThunderSync3-C10直接、

LiveViewer アプリケーションとAPI の両方に異なるチャネルがあります。チャンネルはBeta とRelease 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。

リリースバージョンにマージされる前に、ベータ版を通じてバグ修正と更新をプッシュします。修正が必要なバ

グを見つけた場合、ベータリリースで既にこれらに対処し、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、さまざまなホスト 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、他のディストリビューションに対してはテストしていません。

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。

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、使用可能なハブが表示されます。

ハブを選択すると、すべてのポートに関する次の情報を取得できます。
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• 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。LiveViewer は、ハブレール電圧、スイッチを入れてからの時間、

総電流と電力、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。www.cambrionix.com/products/liveviewer

内部ハブの設定

ハブ内には、「内部ハブ設定」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

設定です。ThunderSync3-C10 .

LiveViewer を開いて接続先のハブを選択すると、内部ハブの設定に移動できます。接続されたハブを選択

したら、LiveViewer またはConnect から画面の右上にある以下のアイコンに移動します。

これを押すと、デフォルトの工場設定に戻すことを含め、内部ハブ設定を表示および変更できる内部ハブ設

定セクションに移動します。

設定

名
説明

デ

フォ

ルト

値

分かり

やすい

名前

このデバイスのフレンドリ名を定義します。31 文字の制限。この名前は、設定されている

場合、デバイスのシステム情報に表示されます。
空

取り付

け閾

値

(mA)

接続しきい値は、ハブがデバイス (iPhone など) がポートに接続されていると判断できるデ

バイス電流 (mA) レベルです。デバイス (iPhone など) がLED またはその他の電子機器を

含むケーブルを使用して Cambrionix ポートに接続されている場合、接続しきい値を増や

す必要がある場合があります。電子機器または充電パススルーを含むサードパーティのス

レッド/ホルダー/ケース (バーコード スキャナーやバッテリーパックなど) を備えたデバイス

(iPhone など) を使用している場合も、値を大きくする必要があります。

10

*Charging Downstream Port (CDP) が有効になっているということは、ポートがデータの転送とデバイスの充

電を同時に、単なるデータ同期よりも高い電流で実行できることを意味します。CDP を有効にすると、ハブは

最大 1.5A を供給できます。

CDP を無効にすると、「This Hub has the Charge Downstream Port UCS mode disabled.これにより、一部

のポートで見られる最大電流が制限される可能性があります。」この通知は、誤ってこれをオフにしておらず、

引き続き最高の料金を利用できることを確認するためにあります。
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内部ハブの設定とその管理方法については、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。

注意

新しいバージョンが利用可能になる場合があります

ホスト システムに最新バージョンのLiveViewer がインストールされていることを確認します。こ

れらのアップデートには、多くの場合、新機能、バグの修正、およびパフォーマンスの改善が

含まれます

5.5.3Cambrionix API

Cambrionix API を使用すると、各ポートを詳細に監視および制御し、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、ポート機能を「設定」します。サンプルコードのライブラリは、次のリンクから API
と共にダウンロードされます。www.cambrionix.com/products/apiプログラムファイルの「examples」の下に

あります。これらは、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。

注意

新しいバージョンが利用可能になる場合があります

ホスト システムに最新バージョンのAPI がインストールされていることを確認します。これら

のアップデートには、多くの場合、新機能、バグの修正、およびパフォーマンスの改善が含

まれます

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。

http://cambrionix.com/cli
http://cambrionix.com/cli
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デフォルトでは、LiveViewer は定期的に更新をチェックしますが、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。ベータまたはリリースオプションの間で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。インストールする API と LiveViewer の履歴バージョンを選択することもできます。

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、Cambrionix API、および Cambrionix Recorder
Service) 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。

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。
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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

変数 説明

プログラム名 バージョン番号を含むプログラムのファイル名

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、ハブおよび接続されたデバイスの機能を制御および監視できます。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、PuTTy、Serial、ZTerm、Minicom などがあります。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.お手入れThunderSync3-C10
通常、製品のクリーニングは必要ありませんが、余分な汚れ/ほこり/髪の毛が蓄積した場合、または動作中

または保管中にモジュールに少量の液体がこぼれた場合は、必要になる場合があります。

注意

感電または怪我の恐れがあるため

換気スロット、外部データ/電源コネクタ、または製品の開口部に汚れ/こぼれがあ

る場合は、液体に触れずにユニットから電源を切り、電源を再投入する前にアドバ

イスを求めてください

l 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
l 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
l 柔らかく乾いた布を水で軽く湿らせ、必要に応じて製品をきれいにします。
l 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
l クリーニングが完了したら、電源コードを再接続し、アドバイスに従って製品を使用してください
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6.製品仕様

のThunderSync3-C10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 (V) 24

入力電流 (A) 8

入力コネクタ 4ピンMini-Din

6.2.出力電力

出力電圧 (V) 5

出力電圧許容差 (%) +/-5

ポートあたりの最大出力電流 (A) 3

出力電力、ポートあたりの最大 (W) 15

出力電力、合計 (W) 150

6.3.レール値制限

入力レール最大 (V) 27

入力レール最小 (V) 9.59

6.4.物理的仕様

上流コネクタタイプ サンダーボルト™ 3

下流コネクタタイプ USB 3.2 タイプC

ポートあたりの最大ダウンストリームデータ速度 (Gbps) 5

周囲動作温度範囲 °C 10-35

相対、結露なし、湿度動作範囲 (%) 5%～95%、結露なし

寸法 WxDxH (mm) 193×136×34

重さ ( kg) 0.5

ダウンストリームポートの数 10
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ポートの寿命

標準のUSB 接続の最小定格寿命は、挿入と取り外しの 1,500 サイクルです。USB-C レセプタクルの最小

定格寿命は、挿抜 10,000 サイクルです。これは業界標準です。

ポートの寿命を延ばすためにできることの 1 つThunderSync3-C10ハブと充電ケーブルの間に「犠牲ケーブル」

を使用することです。これにより、繰り返し接続/切断すると、ハブではなくケーブルだけが摩耗します。

6.5.消耗品と注文方法

以下は、お客様が必要とする可能性のある消耗品のリストです。ThunderSync3-C10デバイスをハブに接続

するために必要なケーブルを含みます。

ケーブル USB 3.2 タイプC

電源ケーブルなどの予備部品が必要な場合は、サンダーボルト™ 3これらは、製品の部品番号とスペアの

部品番号を引用して注文できます ( はじめにセクション) 。

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。ThunderSync3-C10
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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6.6.ハブアーキテクチャ

以下は、ThunderSync3-C10 .

イチ

ジク
説明

1 これは外部の物理ポート番号です

2
これは、このコンポーネントが内部ハブに接続されている場合に存在しま

す。存在する場合、番号は内部ハブのポート番号を表します

背景色 説明

USB デバイスを接続できる外部物理ポート

ホスト コンピュータを接続するホスト ポート
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背景色 説明

外部ポートまたは他の内部コンポーネントに接続できる内部ハブ

拡張ポートと内部チップを含むその他のコンポーネント
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6.7.電源

入力電圧 (V) 100～250

入力電流 @ 115VAC (A) 4

入力電流 @ 230VAC (A) 2

入力周波数 (Hz) 50-60

入力コネクタ C14

出力電圧、最大 (V) 24

出力電流、最大 (A) 9.2

出力電力、最大 (W) 221

出力コネクタ 4ピンミニDIN

寸法 WxDxH (mm) 210×85×46

ピン 関数

1 +Vo

2 +Vo

3 -Vo

4 -Vo

*-V はAC 入力グランドに接続されています。
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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ThunderSync3-C10 ;次のトラブルシューティング手順を試してください。このセクションで

問題が解決されない場合は、最寄りのベンダーまたはCambrionix にお問い合わせください。Cambrionix サ

ポートに連絡するには、次を参照してください。ヘルプとサポート .

7.1.一般的な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 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。
l デバイス (電話、USB スティック) をハブに接続すると、OS (デバイスマネージャー/システム情報など) に

表示されますか?
l 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)
l Thunderbolt™ ケーブルは Thunderbolt™ ポートに接続されていますか?
l 動作しているケーブルとケーブルを交換してみてください/動作しているハブからのケーブルを使用してく

ださい。

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て、API
と LiveViewer の両方をダウンロードしてください)。www.cambrionix.com/software

2. 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。

3. 設定セクションに移動したら、[API] タブを選択します。

4. API セクションで、ローカルAPI の右側にある「歯車」ボタンをクリックします。

5. 「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。

6. 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。

7. 問題が発生するのを待ちます。デバイスが切断されます。

8. 問題が発生した日時をメモしてから、LiveViewer のAPI ページに戻り、zip ログを押します。

9. 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。

10. 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。

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。
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7.4.デバイス接続

デバイスの接続に問題がある場合は、次のトラブルシューティング手順を読んで、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。

更新時のデバイスの問題

一部のデバイスの更新中に、デバイスで接続がドロップまたは失われる可能性があることがわかりました。これ

は、デバイスがブートローダーに出入りし、異なる電力レベルを必要とするためです。ほとんどの場合、CDP を

無効にし、ポートを常にオンにするように変更することで、この問題は解決されました。

詳細設定を使用して「同期充電」をオフにするか、API を使用してコードで無効にすることにより、内部ハブ

設定を介して CDP を無効にすることができます。たとえば、コマンド ラインを使用した場合の手順は次のとお

りです。

settings_unlock 
settings_set sync_chrg 0000000000000000

ポートを常にオンにするように設定するには、内部ハブ設定を介して詳細設定を使用し、各ポートの「ポート

オン」設定を常にオンにします。ポートを常にオンに設定する場合、各ポートにデフォルト プロファイルを設定す

る必要があります。LiveViewer またはCambrionix Connect 内の各プロファイルの説明があります。

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。ThunderSync3-C10 .この動作

は非常に少数のデバイスでのみ確認されており、CDP を無効にし、ポートを常にオンに設定すると、すべての

問題が解決され、接続が安定しています。

詳細設定を使用して「同期充電」をオフにするか、API を使用してコードで無効にすることにより、内部ハブ

設定を介して CDP を無効にすることができます。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

ポートを常にオンにするように設定するには、内部ハブ設定を介して詳細設定を使用し、各ポートの「ポート

オン」設定を常にオンにします。ポートを常にオンに設定する場合、各ポートにデフォルト プロファイルを設定す

る必要があります。LiveViewer またはCambrionix Connect 内の各プロファイルの説明があります。

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。

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。
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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、リンクhttps://support.apple.com/en-
gb/HT208857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。

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ThunderSync3-C10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。

https://support.apple.com/en-gb/HT208857
https://support.apple.com/en-gb/HT208857
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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。

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、COM ポートを使用する前に、COM ポートを使用している他

のアプリケーションをすべて閉じる必要があります。

7.6.ヘッドレスシステムでの使用

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

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。プログラムのアンインストール方法に関する情報は、ソフト

ウェアの削除セクション。

https://ftdichip.com/drivers/
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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.注文した商品に問題があった場合はどうなりますか?
l ご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たは販売パートナーにお問い合わせください。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

タマーサポートまたはディストリビューションパートナーに連絡し、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。

9.2.返品をリクエストした後はどうなりますか?
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。
l 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。
l 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。
l 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。
l 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。
l 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。

l 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
- 出荷時の重量と寸法 WxDxH (m)
・ご希望の収集日時。
- 製品のシリアル番号 (これは、ユニットの背面または底面のラベルに記載されています)
- 注文書番号

https://www.cambrionix.com/terms-conditions
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10.規約と条件

Cambrionix ハブの使用には、Cambrionix 利用規約が適用されます。ドキュメントは、次のリンクを使用して

ダウンロードおよび表示できます。

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf
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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第三者企業の商標、登録商標、およびその他の保

護された名前や記号を参照する場合があります。これらの参照は、説明のみを目的としており、Cambrionix
による製品またはサービスの推奨、または当該のサードパーティ企業によるこのマニュアルが適用される製品

の推奨を表すものではありません。

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。」

「Cambrionix® およびロゴは、Cambrionix Limited 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 007918669-0002 90079186690002

MOD IT 90079186690003 007918669-0003 90079186690003

MOD IT 90079186690004
007918669-
0004

90079186690004

MOD IT 90079186690005 007918669-0005 90079186690005

MOD IT 90079186690006
007918669-
0006

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

MOD IT DS 195759 195759

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

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2489429
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646615
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646617
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2591233
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690001
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690002
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690003
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690004
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690005
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690006
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077253
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=c73a2a82-dd4a-4aa6-8d39-3a2f8b88e935
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077254
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077255
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=756123c6-0757-49c1-ad3a-2a6ebe915fe9
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タイトル リンク 出願番号 助成金番号

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

MOD IT スタック 29/735,475 D936,000

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

https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077256
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077257
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=b6239bd8-ab84-45ee-9ba3-081a4b9c69eb
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089601
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089602
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089603
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089604
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089605


カンブリオニクスリミテッド
The Maurice Wilkes Building

Cowley Road
Cambridge CB4 0DS

United Kingdom

+44 (0) 1223 755520
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

© 2023-05 Cambrionix Ltd. 無断複写・転載を禁じます。 JA
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