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このたびは当社のインターフェースコンバータ

『CONNECT』をご採用いただき、誠にありがとうござ

います。

本計器は納入に先立ち、ご注文仕様に基づいて正確に

調整されております。本計器の全機能を生かし、効率

よく、正しくご使用いただくために、ご使用前に本取

扱説明書をよくお読みになり、機能・操作を十分に理

解され、取扱いに慣れていただくようお願いいたしま

す。

■ 本書に対するご注意

・	 本書は、最終ユーザまでお届けいただきますようお

願いいたします。

・	 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあり

ます。

・	 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製す

ることは禁止されています。

・	 本書は、本計器の市場性またはお客様の特定目的へ

の適合などについて保証するものではありません。

・	 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一

ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありました

ら、裏表紙に記載の当社各営業拠点またはご購入の

代理店までご連絡ください。

・	 特別仕様につきましては、記載されておりません。

・	 機能・性能上とくに支障がないと思われる仕様変更、

構造変更、および使用部品の変更につきましては、

その都度の本書改訂が行われない場合がありますの

でご了承ください。

・	 本書で使用されている会社名、商品名（商号）は、

各社の登録商標または商標です。また、本文中およ

び図中では™、®マークは表記していません。

■ 安全性および改造に関するご注意

・	 人体および本計器または本計器を含むシステムの保

護・安全のため、本計器を取扱う際は、本書の安全

に関する指示事項にしたがってください。なお、こ

れらの指示事項に反する扱いをされた場合、当社は

安全性を保証いたしかねます。

・	 当該製品を無断で改造することは固くお断りしま

す。

・	 本製品および本書では、安全に関する次のようなシ

ンボルマークとシグナル用語を使用しています。

警告

回避しないと、死亡または重傷を招く恐れがある危

険な状況が生じることが予見される場合に使う表示

です。本書ではそのような場合その危険を避けるた

めの注意事項を記載しています。

注意

回避しないと、軽傷を負うかまたは物的損害が発生

する危険な状況が生じることが予見される場合に使

う表示です。本書では取扱者の身体に危険が及ぶ恐

れ、または計器を損傷する恐れがある場合、その危

険を避けるための注意事項を記載しています。

重要

計器を損傷したり、システムトラブルになる恐れが

ある場合に、注意すべき事柄を記載しています。

注記

操作や機能を知るうえで、注意すべき事柄を記載し

ています。

1. はじめに
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1.1 納入後の保証について
・	 本計器の保証期間は、ご購入時に当社よりお出しし

た見積書に記載された期間とします。保証期間中に

生じた故障は無償で修理いたします。

・	 故障についてのお客様からのご連絡は、ご購入の当

社代理店または最寄りの当社営業拠点が承ります。

・	 もし計器が不具合になった場合には、本計器の形名

(MODEL)・計器番号 (NO.)	をご明示のうえ、不具合

の内容および経過などについて具体的にご連絡くだ

さい。略図やデータなどを添えていただければ幸い

です。

・	 故障した本計器について、無償修理の適否は当社の

調査結果によるものとします。

■ 次のような場合には、保証期間内でも無償修理の対
象になりませんのでご了承ください。

・	 お客様の不適当または不十分な保守による故障の場

合。

・	 設計・仕様条件を越えた取扱い、使用、または保管

による故障、または損傷。

・	 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使

用、および設置場所の不適合な保守による故障。

・	 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修

理に起因する故障、または損傷。

・	 納入後の移設が不適切であったための故障、または

損傷。

・	 火災・地震・風水害・落雷などの天災をはじめ、原

因が本計器以外の事由による故障、または損傷。

1.2 本計器を安全にご使用いただくために

警告

測定対象が人体に有害な物質の場合は、メンテナン

スなどで本計器を取外した後も慎重に取扱い、人体

への流体付着、残留ガスの吸入などのないよう十分

ご注意ください。

注意

本計器を持ち運ぶ際には、うっかり落としたりして

人体を損傷することのないよう十分ご注意ください。
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2.　取扱上の注意事項

2. 取扱上の注意事項

本器がお手元に届きましたら、外観をチェックして損

傷のないことをご確認ください。

本章では取扱いに当って必要な注意事項を記載してあ

りますので、まず本項をよく読んでください。本項記

載以外の事項については関係する項目をご参照くださ

い。

2.1 形名と仕様の確認
ケース外側の横河銘板に形名が記載されていますので、

形名コードと対応させて、ご注文の品であることをご

確認ください。お問い合わせの際は形名 (MODEL)、計

器番号 (NO.) をご連絡ください。

F0201.ai
本体ケース

	

NO.

MODEL
SUFFIX
STYLE

計器番号
YOKOGAWA

S1.00
-04NN

CONNECT

図 2.1　横河銘板

2.2 付属品の確認
本器には下記に示す部品が付属されていますのでご確

認ください。

●本体一式（図 2.2 および図 3.1 参照）

●取扱い説明書（本書）

F0203.ai

USBケーブル2線ケーブル接続

I2Cコネクタケーブルクリップ2個

図 2.2　ケースの蓋を開けたところ

2.3 移送について
運搬中の事故による損傷を防ぐため、本器はなるべく

当社から出荷したときの包装状態で運んでください。

2.4 保管場所について
本器がお手元へ届いてから使用までの期間が長い場合、

思わぬことから絶縁劣化や腐食等が生じることが考え

られます。あらかじめ、長期間の保管が予想される場

合は以下の項目にご注意ください。

(1)	本器は、なるべく当社から出荷したときの包装状態

にして、保管してください。

(2)	保管場所は下記の条件を満足する所を選定してくだ

さい。

・	 雨や水のかからない場所

・	 振動や衝撃の少ない場所

・	 保管場所の温度：-20 ～ 60℃

	 （20℃程度が望ましい）

・	 保管場所の湿度：20～ 85％ RH

	 （但し結露しないこと）
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2.　取扱上の注意事項

2.5 使用場所について
本器を安定に長期にわたってご使用いただくため、下

記の事項を考慮して設置場所を決めてください。

■ 周囲温度湿度

高温や高湿になる場所で使用することはできるだけ避

けてください。直射日光やプラント側から輻射熱等を

受けるときは、遮蔽や断熱を施したり、風通しがよく

なるようにしてください。

■ 雰囲気条件

耐食性雰囲気で使用することはできるだけ避けてくだ

さい。やむを得ず腐食性雰囲気にて使用する場合は、

風通しがよくなるよう考慮するとともに、配線等に雨

水が入ったりしないように配慮をしてください。

■ 衝撃・振動

衝撃や振動に強い構造に設計されていますが、できる

だけ衝撃や振動の少ない場所で使用してください。
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3.　製品概要
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3. 製品概要

3.1 概　　要
インターフェースコンバータ CONNECT はパソコンと

レベル計 60/80 シリーズやその他の関連機器を接続

し、パラメータ設定や調整を行うためのインターフェー

ス機器です。設定には、調整用ソフトウェア DTM-

PACTwareTMが必要です。

パソコンとは USB で接続します。ケーブル類を格納で

きるケース一体形構造のため、収納性、携帯性にも優

れています。

3.2 各部の名称

4 5

6

2

1

3

OPEN

TWIST

USB

LOCK

F0301.ai

①	 USB ケーブル（パソコンへ接続）

②	 CONNECT の本体

	 （ケースから取外して使用可能）

③	 ケース

④	 I2C コネクタケーブル（センサへ接続）

⑤	 ２線信号ケーブル接続線

⑥	 ２線信号ケーブル接続用クリップ

図 3.1　各部の名称

3.3 接続対象機種
CONNECT は次の機器と接続できます。

・	 PULS60 シリーズ

・	 FLEX60/80 シリーズ

・	 SUN60 シリーズ

・	 MET625

・	 DIS81/DIS82

3.4 標準仕様
・	 ケース材質：ABS 樹脂

・	 ケース色：黄色

・	 USB ケーブル長：約 1.5 ｍ

・	 I2C コネクタケーブル長：約 0.5 ｍ

・	 ２線信号ケーブル接続線長：約 1ｍ

・	 使用温度範囲：-20 ～ 60℃

・	 使用湿度範囲：20～ 85％ RH（結露なきこと）

・	 パソコンとの接続：USB で接続

・	 センサとの接続：	・CONNECT 本体直接接続

	 	 ・I2C コネクタによる直接接続

	 	 ・2線信号ケーブル接続

・	 消費電力：	max.500mW

	 	 USB ポートから供給（5VDC）

・	 保護等級：IP40

・	 質量：約 325 ｇ

3.5 形名および基本仕様コード

形　名 基本仕様コード 仕様

インターフェースコンバータ

CONNECT4

常にNNバージョン

CONNECT

タイプ

バージョン

－04

NN

3.6 外形図

F0302.ai

162 mm 52 mm
80

 m
m

図 3.2　CONNECT 外形図
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4.　接　　続

4. 接　　続

CONNECT を使って、パソコンとレベル計を接続する

方法について解説します。

下記の取扱説明書もご参照ください。

レーダーレベル計	PULS60 シリーズ：

	 IM	01H04B05-00JA（一般形・本質安全防爆形 (-JS4)）

	 IM	01H04B04-00（耐圧防爆形 (-JF3)）

ガイドパルスレベル計	FLEX80 シリーズ：

	 IM	01H04C03-00JA

ガイドパルスレベル計	FLEX60 シリーズ：

	 IM	01H04C02-00

超音波レベル計	SUN60 シリーズ：IM	01H04D02-00

調整用ソフトウェア	DTM60：IM	01H04J02-00

シグナルコンディショナ	MET625：IM	01H04G02-00JA

外部指示計	DIS81、DIS82：IM	01H04H01-01JA

4.1 接続方法
接続は次の 3つの方法があります。

・	 CONNECT 本体によるセンサとの直接接続

・	 I2C コネクタによるセンサとの直接接続

・	 2 線信号ケーブルを利用した接続

直接接続は、２線信号ケーブルによる接続に比べ若干

通信速度は上がります。２線信号ケーブルによる接続

は、センサから離れて（たとえば計器室から）操作す

ることができますが、通信速度は直接接続に比べ遅く

なります。

4.1.1 CONNECT 本体によるセンサとの直接接続
センサに操作・表示モジュール PLICSCOMが装着され

ている場合は軽く左に回転して外してください。その

後、CONNECT 本体を装着してください。所定の位置

に入れて、右に軽く回すとロックします。無理な力は

入れないでください。一連の操作は電源が ONの状態

でも可能です。

この接続方法が使用可能なのは、PULS60 シリーズ、

FLEX60/80 シ リ ー ズ、SUN60 シ リ ー ズ、DIS81、

DIS82 です。

F0401.ai

2

1

F0402.ai

装着
右に回し

　ロック

①USB ケーブル（パソコンへ）

②センサ

図 4.1　センサとの直接接続（その 1）
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4.　接　　続

4.1.2	 	I2C コネクタによるセンサとの直接接続
I2C コネクタケーブルをセンサハウジング内の I2C コネ

クタに差し込んでください。（操作・表示モジュール

PLICSCOMが装着してある場合は左に軽く回転して外

してください）

この接続方法が使用可能なのは、PULS60 シリーズ防

爆形（防爆仕様コード -JF3、-JS3）と FLEX60 シリーズ、

SUN60 シリーズです。

F0403.ai

1 2

OPEN

TWIST

USB

LOCK

F0404.ai

① I2C コネクタ

② I2C コネクタケーブル

図 4.2　センサとの直接接続（その 2）

4.1.3	 2 線信号ケーブルを利用した接続
図 4.4 のように負荷抵抗の両端を付属のクリップで挟

んでください。4～ 20mA出力の負荷抵抗は 250Ω以

上になるようにしてください。

この接続方法は、DIS82 を除く全接続対象機種で使用

可能です。

F0406.ai

1

2 4

3 OPEN

TW
IS

T

US
B

LOCK

F0407.ai

250Ω

①センサ

②負荷抵抗（250 Ω）

③ケーブル接続線

④電源、ディストリビュータ

図 4.3　信号ケーブルを利用した接続

重要

●	 CONNECT を信号ループに接続するとき、4～

20mA	信号に影響を与えることがあります。	

（約 10msec）

●	 制御機器等に影響がある場合は、直接接続でご使

用ください。

●	 CONNECT は通常データ設定時のみ接続してくだ

さい。トラブル対応時など止むを得ない場合を除

き、モニタなどの連続使用は避けてください
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5.　運転・保守

5. 運転・保守

5.1 運転開始前確認
(1)	接続方法（4.1 章）にしたがって結線してください。

(2)	パソコンには調整ソフトウェア DTM60（DTM-

PACTwareTM）を正しくインストールしてください。

センサのすべての機能を使用するには、最新版の

DTM60をお使いください。アップデートプログラムは、

弊社ホームページからダウンロードできます。ダウン

ロードやプログラム使用方法等については、次の URL

をご覧ください。

http://www.yokogawa.co.jp/fld/download/software/

fld-dtm-soft-01jp.htm

5.2 保守
・	 バッテリーは使用しておらず、定期校正も不要のた

め、基本的にはメンテナンス・フリーになっていま

す。

・	 ケースなどの清掃は、乾いた柔らかいきれいな布を

使用してください。汚れが著しい部分は中性洗剤を

使用しますが、電極部分は避けてください。有機溶

剤は使わないでください。

・	 本機器に異常が認めたれた場合には、直ちに使用を

中止し、当社代理店、営業拠点にご相談ください。
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◆ 取扱説明書　改版履歴
資料名称 : CONNECT インターフェースコンバータ
資料番号 : IM 01H04S01-00

版	 改版日付	 変更箇所

初版	 2007年9月	 新規発行

2版	 2008年9月	 MSコード変更他

3版　　2016年11月　　40/50シリーズ用変換コネクタを削除
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