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1. 名　称(品名・型名) (Model Name)
モータアナライザ (Motor Analyzer) ＰＣ－ＭＣＴ６－０９

2. 概　要(General Description)
　モータアナライザ ＰＣ－ＭＣＴ６－０９はコギングトルクなどの角度対トルク特性(θ-T 特性)を測定するＰＣ－ＡＴＶ３とＰＣ
－ＡＴＭ３の機能を持つ制御部です。測定部にはθ-T特性測定用のＡＴＶ－３のセンサ駆動部またはＡＴＭ－ＭＮシリーズ
を接続して使用することが出来ます。本器に接続したパソコンに付属の２種類のソフトをイントールし、いずれかのソフトを
起動することで機能を選択することが出来ます。

Motor Analyzer ＰＣ－ＭＣＴ６－０９ is the control component with the function of ＰＣ－ＡＴＶ３ and ＰＣ－
ＡＴＭ３ which measures the relationship between angle and torque (θ-T characteristic), such as 
the cogging torque.
It can be used being able to connect the measurement component of ＡＴＶ－３ or ＡＴＭ－ＭＮ series 
for θ-T characteristic measurement.
Two kinds of attached software can be installed in the personal computer linked to this 
equipment, and the function can be chosen by starting one of software

3. 特長(Features)モータアナライザ (Motor Analyzer) ＰＣ－ＭＣＴ６－０９
・角度対トルク特性(θ-T 特性)の測定が可能。
・モータのトルク特性を自動で測定します。
・自動プロットの特性グラフでモータの性格が容易に据えられます。
・市販のパソコンで操作・データ保存可能

・Measurement of the angle versus a torque characteristic (θ-T characteristic) is possible.
・The torque characteristic of a motor is measured automatically.
・Motor characteristics are easily ascertained on automatically plotted performance graphs.
・Operation and data storage are possible in a personal computer.

3.1ＰＣ－ＡＴＶ３の特長（The feature of ＰＣ－ＡＴＶ３）
・角度対トルク特性(θ-T 特性)を測定することが出来ます。
・センサ駆動部はＡＴＶ－３が接続可能。
・トルクセンサは 100mN･m から 10N･m まで 6機種と豊富なＴＳ－＊＊Ｎ３シリーズが接続可能。

・An angle versus a torque characteristic (θ-T characteristic) can be measured.
・Sensor drive unit ATV-3 is connectable.
・Connection of TS-**N3 series is possible for a torque measurement sensor.They are 6 models 
from 100 mN-m to 10 N-m.

3.2 ＰＣ－ＡＴＭ３の特長（The feature of PC-ATM ３）
・角度対トルク特性(θ-T 特性)を測定することが出来ます。
・トルクメータは 0.5mN･m から 100mN･m まで 8 機種と豊富な ATM-MN シリーズが接続可能。

・An angle versus a torque characteristic (θ-T characteristic) can be measured.
・Connection of ATM-MN series is possible for a Torque Meter. They are 8 models from 0.5 mN・m to 100 mN・m.

4. 構　成(Package Contents)

Item Type Quantity

モータアナライザ（Motor Analyzer） ＰＣ－ＭＣＴ６－０９ 1

ソフトウェア CD（Software CD） ＣＤ－ＭＣＴ６－０９ 1

電源ケーブル（Power Supply 
Cable)

1C1-002(2m,AC100V 用，ｱﾀﾞﾌﾟﾀ KPR24 付)
(2m,forAC100V，With the adapter KPR24)

1

ＵＳＢケーブル（USB Cable) 2m・Shield・AB Type 2

取扱説明書（Operation Manual） ＰＣ－ＭＣＴ６－０９/ＡＴＶ－３ 1

取扱説明書（Operation Manual） ＰＣ－ＡＴＭ３ 1
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5. 使用条件(Conditions)
5.1動作条件（Operating Conditions）

センサ駆動部 (Sensor drive unit) ＡＴＶ－３

トルクメータ （Ｔｏｒｑｕｅ Ｍｅｔｅｒ） ＡＴＭ-ＭＮ series

接続ケーブル(Connecting Cable) 8CH-H01-202,8CN-E01-202

パソコン （Personal computer）
OS （Operating System）

CPU

ﾒﾓﾘ (Memory)
ﾓﾆﾀ (Display)

DVD ﾄﾞﾗｲﾌﾞ (DVD Drive)
通信ﾎﾟｰﾄ (Port

Windows7 Professional(32bit)､Windows10(64bit)
日本語又は英語(Japanese or English)
Intel Pentium 2.0GHz または同等以上のﾌﾟﾛｾｯｻ
(Intel Pentium 2.0GHzor higher)
1GB 以上推奨 (1GB or more)
XGA 1024×768 以上 (At least XGA 1024×768)
1 基以上（ｲﾝｽﾄｰﾙ時必要）
USB ﾎﾟｰﾄ×2 基 (At least two USB Ports)

5.2環境条件（Environmental conditions）

動作温度(Temperature) 0℃～+40℃

動作湿度(Humidity) 20%RH～90%RH，ただし、結露しないこと。

供給電源
(Power source)

単相 AC100V～AC200V，50/60Hz，200VA 以下
Single phase AC100V～ AC200V, 50/60 Hz, 200 VA
or less.When AC200V is inputted.

6. 機能・性能(Specifications)
6.1角度対トルク特性(θ-T 特性)を測定するＰＣ－ＡＴＶ３の機能 （Function of ＰＣ－ＡＴＶ３）

　接続しているＡＴＶ－３のトルク測定部の測定軸を 1～20r/min で回転を制御して被測定モータのロータとステータ
間で発生するトルクを最大 360 度の範囲を 360/4096 度（≒0.088 度）分解能で測定することが出来ます。測定項目
は以下のとおりです。
　・トルク(T)，角度(deg)
　

Function of ＰＣ－ＡＴＶ３ which measures the relationship between angle and torque (θ-T 
characteristic).
By rotating the shaft of the torque measurement component of ＡＴＶ－３ by 1～20 r/min, ＰＣ－ＭＣＴ
６－０９ measures the torque which the test work generates by resolution 360/4096 degree in a 
maximum of 360 degrees. The measurement items are as follows.
　・Torque (T),Revolving angle (deg)
　

1）測定モード （Measurement mode）

オートモード
（AUTO mode）

2.6 度以上 360 度以下の設定範囲を測定します。
Measures in the preset angle area (2.6°-360°).

マニュアルモード
（MANUAL mode）

ストップコマンドが実行されるまで連続に測定します。ただしグラフ表示は行い
ません。測定部のトルクアナログ出力と Z 相信号をロガーなどの外部装置に接
続して測定可能です。
It measures to continuation until a stop command is executed. 
However, a graphical representation is not performed. 
It can connect with external units, such as Roger, and can measure the 
torque analog output and Z phase signal of a measurement part. 

校正モード
（CAL mode）

測定部のトルク校正用のモードです。また、トルク測定値と角度測定値のゼロ
調整も行えます。
Calibrate the torque measurement component (ATV) and perform 
zero-adjustment of the measured torque and angle.

版 　　年　　月　　日

 

箇所 理   由  ・  内   容 実 施

 

担 当

 

承 認

 
株式

会社
菅原研究所

１８年０４月０６日 １８年０４月０６日 １８年０４月０６日

守 屋 守 屋 松 原

製   図 設   計 承   認

第 三 品 名 　モータアナライザ (Motor Analyzer)
角 法 型 名 ＰＣ－ＭＣＴ６－０９

尺 度 -/-
図
名 製 品 仕 様 書 図

番 Ｓ－００２３７６ 2/6 第 1版



2）駆動回転の制御 （Control of driving rotation）

駆動回転速度
（Drive speed）

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20r/min

駆動方向（Drive direction） CW/CCW

過負荷保護
（Overload protection）

トルク信号入力が±5V(定格トルクの約 120%)を越すと測定を中止します。
At approximately 120% of the rated torque, measurement is 
discontinued.

3）角度測定 （Angle measurement）　[A]

入力信号
(Input signal)

１回転 4096 パルス，90 度位相差 2相パルス信号
Output signal of 3600P/R 2-phase pulse rotary encoder.

測定分解能
(Measurement resolution)

360/4096°　　　≒0.088°

角度変換精度（Angle 
detection accuracy）

±0.088°　(Note 4)

Note 4)　測定部を含めた角度測定精度は±1.5 度となります。
Note 4)　Angle measurement accuracy including the torque measurement component is ±1.5°.

4）トルク測定 （Torque measurement）　[T]

測定方式
（Measuring method）

トルク測定部で検出した電圧信号を 12bit　A/D コンバータにて測定。
約 2ms ごとにサンプルし、同じ角度のデータごとの平均値をデータとして表示し
ます。
Sample is carried out every approx.2ms and the average value for
every data of the same angle is displayed as data.

入力感度
（Input voltage）

±4V/レンジフルスケール　(極性はトルクの方向による)
±4V/F.S.  (Polarity is depended in the direction of torque.)

A/D 変換精度 （AD converter 
accuracy）

±0.2% of F.S   (Note 5)

測定レンジ
（Measurement range）

0.1/0.2/0.5/1/2/5/10 N･m
（ソフトウェアにて接続したトルクセンサのレンジを選択する）
（A setup of a torque range is performed by choosing the range of
the connected torque sensor by software.）

Note 5)　トルクセンサを含めたトルク測定精度はレンジフルスケールの±0.5%以内です。ただし、23℃±3℃におい
てゼロ調整後、付属の校正具を用いてトルク値校正を行ったとき。
Note 5) Torque measurement accuracy including the torque measurement sensor is ±0.5% of the 
range full scale, when torque value calibration is performed using an attached calibration tool
in 23℃ ±3 ℃.

5）パソコンとの通信 （Communication with the personal computer）

インターフェース
(Communication protocol)

USB　または　RS232C(38400bps)　
USB or RS-232C (38400bps)Communication protocol.

コネクタ
(Connector）

USB ｺﾈｸﾀ B ﾀｲﾌﾟ　または　Dsub9 ピン
USB B type(PC side is A) or D-sub 9pin.

6）データの表示 （Display of measured data）
　・パソコンの画面にθ-T 特性グラフを表示します。
　・測定終了後、主軸の変更，軸感度の変更，表示項目の変更などの編集が可能です。
　・測定終了後、表形式で数値データを表示することが出来ます。
　・Measured θ-T characteristic graph is displayed on the screen of the personal computer.
　・After completing measurements, you can modify the scale and other settings of the graph.
　・After completing measurements, the measured data can be displayed in tabular form.

7）データの保存と読み出し （Save data and Load data）
　・測定データを名前をつけて CSV ファイルで保存できます。
　・保存したデータを読み出し、グラフ表示したり、表形式で数値データを表示したり出来ます。
　・The measured data can be saved at the CSV file.
　・The loaded data can be displayed in the graph and the tabular form.
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8）印刷機能 （Print data）
　・表示しているグラフをプリンターに出力します。
　・表示している数値データ表をプリンターに出力します。
　・The graph which is displaying on the screen can be printed to the printer.
　・The measured data which is displaying in tabular form can be printed to the printer.

9）測定条件の設定と保存 （Setup and save of measurement conditions）
　・測定レンジ，測定ポイント，グラフ表示感度などの測定条件をパソコン上で設定します。
　・設定した測定条件は名前をつけて保存できます。
　・保存した設定条件を読み出し、測定条件を設定することが出来ます。
　・Measurement conditions, such as the measurement range, the point of measurement, and 
　　graphical representation conditions, are set up on the personal computer.
　・The set-up measurement conditions can be saved at the file.
　・Measurement conditions can be set up by loading the saved condition file.

6.2 角度対トルク特性(θ-T 特性)を測定するＰＣ－ＡＴＭ３の機能 （Function of PC-ATM3）
　接続しているＡＴＭ－ＭＮシリーズの測定軸を 1r/min で回転を制御して被測定モータのロータとステータ間で発生
するトルクを最大 360 度の範囲を 0.1 度分解能で測定することが出来ます。測定項目は以下のとおりです。

Function of PC-ATM3 which measures the relationship between angle and torque (θ-T characteristic).
By rotating the shaft of the Torque Meter of ATM-MN series by 1 r/min, PC-ATM3 measures the torque which 
the test work generates by resolution 0.1 degree in a maximum of 360 degrees. 
The measurement items are as follows.

　・トルク(T)，角度(deg)
　
　・Torque (T),Revolving angle (deg)
　

1）測定モード （Measurement mode）

オートモード
（AUTO mode）

2.6 度以上 360 度以下の設定範囲を測定します。
Measures in the preset angle area (2.6°-　360°).

マニュアルモード
（MANUAL mode）

ストップコマンドが実行されるまで連続に測定します。ただし 360 度以上になる
と前のデータを書き換えます。
Measures from the current angle until the STOP button is clicked.

校正モード
（CAL mode）

トルクメータのトルク校正用のモードです。また、トルク測定値と角度測定値の
ゼロ調整も行えます。
Calibrate the Torque Meter (ATM-MN) and perform zero-adjustment of the 
measured torque and angle.

2）駆動回転の制御 （Control of driving rotation）

駆動回転速度
（Drive speed）

オートモード
（AUTO mode）

マニュアルモード
（MANUAL mode）

2.6 度以上 90 度以下の設定　　　約 0.08r/min
90 度を越え 180 度以下の設定　　約 0.2r/min
180 度を越え 360 度以下の設定　　約 1r/min
approx.0.08r/min(Angle measuring area:2.6°to 90°incl.)
approx.0.2r/min (Angle measuring area:90°to 180°incl.)
r/min (Angle measuring area:180° to 360°incl.)
約 1r/min
（approx.1 r/min）

駆動方向（Drive direction） CW/CCW

過負荷保護
（Overload protection）

トルク信号入力が±5V(定格トルクの約 120%)を越すとクラッチ OFF 信号を出
力して駆動を止め、測定を中止します。
At approximately 120% of the rated torque, the clutch is disengaged and 
measurement is discontinued.
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3）角度測定 （Angle measurement）　[A]

入力信号
(Input signal)

１回転 3600 パルス，90 度位相差 2 相パルス信号
Output signal of 3600P/R 2-phase pulse rotary encoder.

測定分解能
(Measurement resolution)

オートモード
（AUTO mode）

マニュアルモード
（MANUAL mode）

2.6 度以上 90 度以下の設定　　　0.025 度
90 度を越え 180 度以下の設定　　0.05 度
180 度を越え 360 度以下の設定　　0.1 度
90°range : 0.025° (Angle measuring area:2.6° to 90° incl.)
180°range: 0.05° (Angle measuring area:90° to 180° incl.)
360°range: 0.1° (Angle measuring area:180° to 360° incl.)
0.1°

角度変換精度（Angle detection 
accuracy）

±0.025°　(Note 11)

Note 11)　トルクメータ ATM-MN を含めた角度測定精度は±1.5 度となります。
Note 11)　Angle measurement accuracy including the Torque Meter ATM-MN is ±1.5°.

4）トルク測定 （Torque measurement）　[T]

測定方式
（Measuring method）

トルクメータで検出した電圧信号を 12bit　A/D コンバータにて測定。
約 2ms ごとにサンプルし、同じ角度のデータごとの平均値をデータとし
て表示します。
Sample is carried out every approx.2ms and the average value for 
every data of the same angle is displayed as data.

入力感度
（Input voltage）

±4V/レンジフルスケール　(極性はトルクの方向による)
±4V/F.S.  (Polarity is depended in the direction of torque.)

A/D 変換精度 （AD converter accuracy） ±0.2% of F.S   (Note 12)

測定レンジ
（Measurement range）

接続したトルクメータの定格トルクが測定レンジとして設定されます。
rated torque of the connected Torque Meter is set up as the 
measurement range.
0.5/1/2/5/10/20/50/100 mN･m

Note 12)　トルクメータ ATM-MN を含めたトルク測定精度はレンジフルスケールの±1%以内です。ただし、23℃±3℃において

              ゼロ調整後、付属の校正具を用いてトルク値校正を行ったとき。
Note 12) Torque measurement accuracy including the Torque Meter is ±1% of the range full scale, when torque
             value calibration is performed using an attached calibration tool in 23℃ ±3 ℃.

5）パソコンとの通信 （Communication with the personal computer）

インターフェース
(Communication protocol)

USB　または　RS-232C(38400bps)　
USB or RS-232C (38400bps)Communication protocol.

コネクタ
(Connector）

USB ｺﾈｸﾀ B ﾀｲﾌﾟ　または　Dsub9 ピン
USB B type(PC side is A) or D-sub 9pin.

6）データの表示 （Display of measured data）
　・パソコンの画面に θ-T 特性グラフをリアルタイムで表示します。
　・測定終了後、主軸の変更，軸感度の変更，表示項目の変更などの編集が可能です。
　・測定終了後、表形式で数値データを表示することが出来ます。

　・Measured θ-T characteristic graph is displayed on the screen of the personal computer at real time.
　・After completing measurements, you can modify the scale and other settings of the graph.
　・After completing measurements, the measured data can be displayed in tabular form.

7）データの保存と読み出し （Save data and Load data）
　・測定データを名前をつけて CSV ファイルで保存できます。
　・保存したデータを読み出し、グラフ表示したり、表形式で数値データを表示したり出来ます。

　・The measured data can be saved at the CSV file.
　・The loaded data can be displayed in the graph and the tabular form.

8）印刷機能 （Print data）
　・表示しているグラフをプリンターに出力します。
　・表示している数値データ表をプリンターに出力します。

　・The graph which is displaying on the screen can be printed to the printer.
　・The measured data which is displaying in tabular form can be printed to the printer.
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9）測定条件の設定と保存 （Setup and save of measurement conditions）
　・測定レンジ，測定ポイント，グラフ表示感度などの測定条件をパソコン上で設定します。
　・設定した測定条件は名前をつけて保存できます。
　・保存した設定条件を読み出し、測定条件を設定することが出来ます。

　・Measurement conditions, such as the measurement range, the point of measurement, and graphical 
    representation conditions, are set up on the personal computer.
　・The set-up measurement conditions can be saved at the file.
　・Measurement conditions can be set up by loading the saved condition file.

7. 外観図 （Outline drawing）
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1. 名　称　（Name）（品名・型名）

センサ駆動部（Sensor Drive Unit） ＡＴＶ－３－Ｕ１

2. 概　要（General Description）　（目的・用途・特徴）
　 センサ駆動部【ATV-3-U1】はトルクセンサ【TS-*N3,TS-*MN3】及びコントローラ【DMC-4】を用いることにより、

　　1～20r/min でワークを　回転させた時のトルク対角度特性を測定する装置です。
　 本器は測定軸が上向きの縦型構造で、オプションのトルクセンサを交換することによって、定格トルクを 100/200/
500 mN･m または 1/2/5/10N･m（7 種）に変更できます。　

By using and Torque Sensor 【TS-*N3,TS-*MN3】 and Controller 【DMC-4】, ATV-3-U1 was rotated the test motor 
1-20 r/min it is a device for measuring the Torque vs Angle characteristics of the time.
This unit is a vertical structure. By replacing the torque sensor　of an option, the measuring unit is you can change 
the rated torque 【100/200/500 mN･m，1/2/5/10N･m】.

3. 特　長 (Features)
・コギング（ディテント）トルクやトルクリップル（ホールディングトルク）等の、角度対トルク（θ-T）特性を測定可能。
・垂直構造のため、固定治具の製作が安価。
・特殊な治具も製作可能なため、高精度の測定が可能。
・トルクセンサは 100mN･m～10N･m の豊富な 7 機種。
・回転速度は 1～20r/min から選択可能。

・Cogging（Detent）Torque and Torque Ripple（Holding Torque） can be measured.
・For vertical structure, the production of the fixed jig is cheap.
・Because we can produce the special jig, the highly precise measurement is possible.
・The torque sensor has 7 models of 100mN-m to 10N-m.
・The rotary speed is selectable from 1-20 r/min.

4. 構　成 (Package contents)

1)センサ駆動測定部（Sensor drive unit） ATV-3-U1 1

2)スイッチボックス(Switch Box） 非常停止(Emergency Switch） 1

4)センサケーブル（Sensor Cable） 8CN-A02-401 1

5)グリップ（Grips） GRMSN6 2

6)六角棒ﾚﾝﾁｾｯﾄ（Hexagon socket screw key set） TBRS-9S 1

7)アイボルト(Eye Bolts) M10 4

8)検査成績表 (Inspection record) ATV-3-U1 1

5. 使用条件(Conditions)
5.1 動作条件（Operating Conditions）

1)コントローラ(Controller) DMC-4 etc.

2)接続ケーブル(Connecting Cable) 8CH-H01-202，8CN-E01-202

3)電源ケーブル（Power Cable） 8CV-601-202

4)トルクセンサ(Torque Sensor) TS-100MN3/200MN3/500MN3/1N3/2N3/5N3/10N3

5)パソコン （Personal computer）
OS （Operating System）

CPU

ﾒﾓﾘ (Memory)
ﾓﾆﾀ (Display)

DVD ﾄﾞﾗｲﾌﾞ (DVD Drive)
通信ﾎﾟｰﾄ (Port)

Windows 7 Professional, Windows 10  Professional
日本語又は英語(Japanese or English)
Intel Pentium 2.0GHz または同等以上のﾌﾟﾛｾｯｻ
(Intel Pentium 2.0GHzor higher)
4GB 以上推奨 (4GB or more)
XGA 1024×768 以上 (At least XGA 1024×768)
1基以上（ｲﾝｽﾄｰﾙ時必要）
USB ﾎﾟｰﾄ×2基 (At least two USB Ports)

5.2その他の条件(Others）

1)動作温度(Temperature) 0℃～+40℃

2)動作湿度(Humidity) 20%RH～90%RH，ただし、結露しないこと。

3)供給電源(Power source) 単相(Single phase)AC100V～AC115V，50/60Hz

4)被測定ワーク
　(Workpiece specifications)

外形(External dimensions)：φ250，L=250mm 以下
(or less)
質量(Weight)　　　　　　　　　  ：25kg 以下(or less)
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6. 仕様(Specifications)

1)測定角度範囲（Angle measurement area) 0～360°

2)駆動回転速度(Drive Speed) 1～20 r/min (1 r/min unit)

3)駆動回転方向(Drive direction) CW/CCW

4)過負荷保護(Overload protection) トルクセンサ定格の 120%を超えるトルクを検出すると測定を
中止する。
（To stop the measurement when it detects a torque in excess 
of 120% of the rated torque sensor）

5)角度検出分解能（Angle detection resolution) 360/4096°（≒0.088°）

6)角度測定精度（Angle measurement accuracy） ±1°以下　（±1°or less） ※1　※2

7)角度信号出力（Angle signal output) Ａ相（1024P/R），Ｂ相（1024P/R），Ｚ相（1P/R）：TTL level
（A phase， B phase， Z phase：TTL level）

8)トルク検出精度(Torque detection accuracy) 定格値の±0.5%　（±0.5 % of rated torque）　※2

9)T-ANA出力感度(Sensitivity of T-ANA output) トルクセンサ定格値で DC±5V　（DC±5V/rated torque sensor）

10)外形寸法 （Dimensions) 600±5mm（W）×357±10mm（H）×350±5mm（D）

11)質量 (Weight) 75kg 以下　（75kg or less）

　　※1 角度検出は、トルク変換器の駆動角度を検出しているので実際のワークの測定では測定トルクにより
トルク変換器がねじれます。そのため検出角度は、ワークの回転角度に対して最大 1°の誤差を
生じます。 しかし、測定トルクが小さければ、それに比例してトルク変換器のねじれ角度が小さくなります
ので、角度測定誤差も小さくなります。

 The Torque transducer is twisted as for Angle detection at the measurement of actual Workpiece by the 
torque which is measured because the drive angle of Torque transducer was detected. The for it Angle 
detection causes up to 1 errors of  the rotation angle of Workpiece.

　　※2 TS-*N3 又は TS-*MN3 との組合せ時（In combination with TS-*N3 or TS-*MN3）

7. オプション (Options)

Item Description Type

トルクセンサ(Torque Sensor) 定格トルク(Rated torque)

100mN･m/200mN･m/500mN･m

1N･m/2N･m/5N･m/10N･m

TS-100MN3/200MN3/500MN3

TS-1N3/2N3/5N3/10N3

モータ測定治具（Motor JIG） 基準穴径(Base hole diameter)：φ115mm ATJS-ST***高さ(Height)：***mm
お問合せ下さい
(Please contact us.)

モータ固定板
(Motor fixed plate)

それぞれのモータ専用固定板
(Fixed plate for exclusive use of each motor)

お問合せ下さい
(Please contact us.)

トルク校正器
(Torque Calibration Jig)

TS-100MN3/200MN3/500MN3校正用

(Calibration for TS-100MN3/200MN3/500MN3)

TS-1N3/2N3/5N3/10N3校正用

(Calibration for TS-1N3/2N3/5N3/10N3)

ATC6-***MN1

ATC8-**N1

接続ケーブル 2m
 (Connection Cable)

DMC-4，PC-MCT6-*接続用
（For connect the DMC-4 or PC-MCT6-*）

8CH-H01-202
8CN-E01-202

電源ケーブル（Power Cable） AC100V～AC110V 8CV-601-202 (PSE)
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8. 外観図(Outline drawing)
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