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センサーを取付ける前に本ユーザーガイドをよく読んでくだ
さい。ユーザーが機器に精通しており、センサーおよびその
構成部品の取付けにかかる前に必要な安全予防措置の 
すべてに従うことを前提としています。本製品の取付けに 
あたっては、安全かつ最良の実践方法を使用してください。

本質的に安全なものとして認定済
機器モニターセンサー – 振動、温度および圧力
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記号の説明 

警告および注意

警告！
警告を示すために使用。警告に従わないと損傷、負傷、 
あるいは承認許可タイプの損失を生じることがある

注意！
機器を損傷する恐れがあるという警告を示すために使用。

警告！
バッテリーは非危険区域で Tekcell SB-D02  
バッテリーとのみ交換してください。 

警告！
プラスチックケースには潜在的な静電気の危険があり
ます。湿った布でのみ洗浄を行い、機器のケース上を 
埃が舞うような風のある埃っぽい環境では機器を取付け
ないでください。これで機器のケースの外面に帯電が 
起こるのを防ぐことができます。 

警告！
本体とその内容物が機器の周辺温度範囲内に維持
されていることを確実にするために、インストーラー
は設置工程において適切な調整を行わなければ 
なりません。 

 ■  Chesterton Connect は交換式リチウム塩化チオニル電池と
ネオジム磁石を内蔵しています。本製品あるいはその構成
部品の適切な取扱いと廃棄については、現地の法令に 
従ってください。

 ■  Chesterton Connect は強力なネオジム磁石を内蔵して 
います。怪我を避けるために取扱いに注意してください。

 ■  製品が損傷している場合、あるいは不正動作をする場は、
製品の運転を停止してください。

 ■  圧力/温度 1/4" NPT ポートには何も挿入しないでください。
 ■  ユニットの取付け準備が完了するまでは、付属している  

ESD 保護キャップを使用してください。
 ■  製品が規定された通り、また運転上の限界値以内で使用 
されていることを確認してください。

 ■ ケーブルを曲げ半径以上曲げないでください。  

 ■  圧力/温度センサーを磁石と接触させないでください。
 ■  ポンプをはじめとする固い表面に磁石を落とさないで 
ください。

 ■  Chesterton Connect を落とさないでください。落とすと正しく
機能する能力に悪影響を与えることがあります。

 ■  センサーとその構成部品の取付、故障点検、除去にあたって
は、近隣の個人用保護具（PPE）および機器安全要求に従って
ください。

 ■  圧力/温度 (P/T) センサーを使用している場合は、プロセス
液が-ステンレス製 P/T センサーと適合性があることを確認
してください。

 ■  ケーブルを腐蝕の起こる環境に晒さないでください。正しく
機能する能力に悪影響を与えることがあります。

注意
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Chesterton Connectは、プロセス条件および機器運転条件
をモニターする 24/7 モニターシステムです。Chesterton 
Connect は以下のモニターを簡単、容易にします。

Chesterton Connectは機器性能の最大化を目的としてお
り、注意を必要とする機器の優先順位を決定することができ
ます。モバイルアプリとユニット上のLED表示が、ユーザーの
設定したパラメータに応じて、振動、温度や圧力の変更を 
警告します。こうした警告に基づいて、ユーザーはより効率の
高いメンテナンス計画を立て、予期しないダウンタイムや 
資産の故障を防ぐことができます。

Chesterton Connect™ センサーについて

Chesterton Connectはブルートゥースを通じてそのモバ 
イルアプリと通信し、警告と測定データを表示します。 
Chesterton Connect アプリは使い易いモバイルアプリで、
センサーから収集したデータを視覚化して表示します。また
複数のセンサーと接続することができるので、プラント内の
機器の状態を全面的に把握することが可能です。ユーザー
は機器のパラメータ限界を設定することができます。データ
は分析のために転送可能で、ユーザーは分析の結果に基づ
いて、機器の運転を理解し、生産性向上に必要な予防措置
を取ることができるようになります。 
ソフトウェア仕様（オペレーティングシステム）： 

 ■ Android バージョン 6.0 以上
 ■ Apple バージョン 10 以上
 ■ Bluetooth バージョン 4.0 以上

Chesterton Connect™ アプリについて
Chesterton Connect アプリはフリーダウンロードで
入手できます。

 ■ 3軸振動
 ■ 表面温度

 ■ プロセス温度
 ■ プロセス圧 
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ソフトウェアの特徴 
 ■  安全性：暗号化された設定とパスワードで保護された操作
 ■  個人化：設定可能な名前と使用情報
 ■  データ取得： 電池の寿命を延長するモニターモード  （5分 

間隔）およびトラブル解決用高精度モード（1分間隔）
 ■ データストレージ：最長30日間の履歴
 ■  警告：構成可能な閾値、警報
 ■ 分析性：時間軸でプロットした傾向および分析
 ■ データ転送：センサーデータと警告をEメールで転送

運転条件
 ■  圧力センサー限界： -1 bar g から 68 bar g  

(-14.7 psig から 1000 psig)

 ■ 温度限界（本体）： -20°Fから85°F (-4°F から185°F)

 ■ 温度限界（センサー）： -20°Fから125°F (-4°F から257°F)

 ■ 振動センサー： 3軸加速度計 ±16g

 ■ バッテリー： 3.6V リチウム塩化チオニル電池（交換式）
 ■ 接続部品： 1/4" NPT 17-4PH 接続
 ■  取付部品： 磁気取付ベース（追加取付オプション別途販売）

仕様および限界値

認定
モデル番号：403699
認定： FCC, IC, CE, RoHS, IP66, NSF61

宣言
FCC 適合性宣言 

本装置はFCC規定のパート15に適合します。動作は以下の
条件に依存します。 
(1)  本装置は有害な干渉を起こさない可能性があります。 また 

(2) 本装置は、不要動作を起こす可能性のある干渉を含む
あらゆる干渉を受けざるを得ません。製造元の許可なしに
本装置を変更することはできません。その場合装置を操作
するユーザーの権利が無効になることがあります。本装置
は、FCC 規定パート2.1093 および KDB 447498 D01に従って、
携帯RF放射の安全要求事項を満たしています。 

RSS 適合性宣言 

本装置は Industry Canada のライセンス不適合RSSです。
動作は以下の条件に依存します。 
(1) 本装置は干渉を起こさない可能性があります。また 

 (2) 本装置は、不要動作を起こす可能性のある干渉を含む
あらゆる干渉を受けざるを得ません。本装置は、RSS-102、 
パート5 に従って、携帯条件下でのRF放射の安全要求事項
を満たします。
EN 61326-1:2013 放射イミュニティー： ユニットは干渉中に
一次的に機能を喪失することがあります。
原産国：米国で設計中国で製造

有害性の評価

ATEX/IECEx
     II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
     II 1 D Ex ia IIIB T200 166°C Da

ゾーン クラス I ゾーン 0 AEx ia IIB T4 Ga
ゾーン 20 AEx ia IIIB T166°C Da

区分 クラス I 区分 1 グループ C D T4
クラス II 区分 1 グループ F G T4

定格温度 -20°C ≤ Ta ≤ +85°C
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センサーの詳細

図 1a

構成部品

LED 警告システムパターン

LED 色 警報のタイプ

+ + 電源投入、正常運転

• モバイルアプリをセンサーに接続 
• データ「同期」 
• センサー「識別」

測定がユーザー設定限界の外
15秒間隔

LED alert system

Process pressure 
and temperature 

sensor

Industrial M12 
connector

Magnet

Vibration and surface 
temperature sensor

 LED警告システム

プロセス圧力 
および温度 

センサー

業務用M12 
コネクター

振動および表面 
温度センサー

 磁石
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センサーの詳細（続き）

図2
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図 1b

振動軸

六角

ケーブル長 
685.5 mm 

(27")

センサー 
装置の底部 

（磁性）
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7/8" オープンエンドレンチスレッドシーラントテープ

取付け

1.  圧力/温度 (P/T) センサーを使用している場合は、プロセス
液がステンレス製 P/T センサーと適合性があることを確認
してください。* また、プロセス液の温度と圧力が、指定され
たセンサー限界以内（P/T センサー仕様限界値については 
3ページ参照）であることを確認してください。機器の適切
なロックアウト/タグアウト手順に従ってください。 また、
個人用保護具（PPE）および安全予防措置のすべてを確実
に守ってください。

  ¼" NPT コネクターにスレッドシーラントを塗布します。 
¼" NPT コネクターは以下に取付け可能です。

 ■ ポンプ吸引口
 ■ ポンプ排出口
 ■  ダブルメカニカルシールバリアーあるいはバッファー液

のT字管
 ■  追加フラッシングポートあるいはポンプのフラッシング
やメカニカルシールのT字管

¼" NPT を指できつく締付けてから1.5 から 3 回転（T.F.F.T） 
あるいは約 25 ft-lbまで締付けます（図3参照）。注：トルク
は、シール材、対象となる材料、スレッドの潤滑および圧力
レベルなど、様々なパラメータに依存します。 
2.  M12 ピンコネクターを本体に取付けます(これがユニット

を作動させる）。コネクターナットを指できつく締付けた
状態になるまで回転させます。作動されると、LED 警告 
システムが赤、緑、青、緑（再度）と点滅します。 

3.  ユニットの底は磁気を帯びています。振動および表面温度
を計測する表面にユニットを取付けます** (ポンプ上の 
好ましいセンサー位置については図4を参照）。ユニットを
取付ける安全な固定位置を慎重に選択してください。運転
温度が本体の定格温度、85˚C (185˚F)、を超えないことを
確認してください。

図3

取付要領
必要な工具

図4

*  圧力ポートは閉塞された部品なので、破片、スラリー、固化したプロセス液でセンサーヘッド内の圧力ポートが詰まらないよう、プラントのメンテナンス計画の一部として必ず
点検してください。

**  重要なアプリケーションでは、遠隔測定ヘッドが機器に固定されるよう、追加のワイヤや取付方法を使用することをお勧めします。

注意！
磁石は強力です。45ºの角度で取付けてから表面に平らに
してください。磁石をポンプに「落とさないで」ください。
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バッテリーの電圧が低い場合はアプリがその旨表示します。
バッテリーの交換は： 

1.  M12 ピンコネクターをユニットから外します。  
ユニットの動作が停止します。P/T ケーブルを安全な場所
に置いてください。

2. ユニットを清浄で乾燥した場所に移動します。
3.  清浄で乾燥した場所に移ったらトップハウジングを 

外します。
4.  バッテリーの保護カバーをはがします。古いバッテリーを

外します。現地の法令に従って古いバッテリーを廃棄して
ください。

5.  新しいバッテリーの正極を上にして挿入します (図5参照)。 
必ず Chestertonのバッテリー、部品番号 403683 と交換 
してください。

6.  保護カバーとトップハウジングを指できつく締付けた状態
になるまで再度取付けます。

7. M12 ピンコネクターをベースユニットに再度接続します。
ユニットが再度作動します。コネクターナットを指できつく
締付けた状態になるまで回転させます。作動されると、 
ユニットが赤、緑、青、緑（再度）と点滅します。

図5

+

出荷時リセット

センサーを出荷時の設定にリセットするには、M12 ピンコネ
クターが接続された状態でなければなりません。出荷時 
リセットは清浄で乾燥した場所のみで行います。液体や 
汚染物との接触を避けてください。
1. 清浄で乾燥した場所に移ったらトップハウジングを外します。
2.  上部の「リセット」ボタンを 15秒間押し続けます (図6参照)。 

LEDの赤と緑が点滅します。 
3. LEDが点滅したら「リセット」ボタンを解除します。
4.  トップハウジングを指できつく締付けた状態になるまで

再度取付けます。
パスワードを忘れた場合、センサーをリセットすることがで
きますが、ユニット内に保存された測定データっはすべて 
削除されます。

トラブルシューティング
バッテリーの交換

出荷時リセットはユニットに保存された測定データすべてを削除します。 

図6

パワーサイクル
パワーサイクルはセンサーの動作を診断するのに便利な方
法です。パワーサイクルが成功すると、ユニットのLED 警告
システムが赤、緑、青、緑（再度）と点滅します。
1.  M12 ピンコネクターをユニットから外します。ユニットの

動作が停止します。P/T ケーブルを安全な場所に置いて 
ください。

2. 5秒間待ちます。

3.  M12 ピンコネクターをユニットに再度接続します。ユニット
が作動します。コネクターナットを指できつく締付けた状態
になるまで回転させます。 

注：パワーサイクルを行った後にユニットのLED 警告システムが
赤、緑、青、緑（再度）と点滅しない場合は、当社のカスタマー 
サポートに連絡してください（8ページ参照）。

警告！
湿った布でのみ洗浄し、バッテリーは非危険区域で
Tekcell SB-D02 のみと交換してください。
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モバイル装置は製品には含まれません。

Chesterton Connect™は A.W. Chesterton Companyの商標です。技術データはラボテストの結果を
反映し、一般特徴のみを呈示するものです。A.W.Chesterton Companyは、特定の目的のための商品
性および適応性の保証をはじめとする全ての保証を、明示、暗示にかかわらず、一切いたしません。 
当社に責任がある場合は、製品の交換に限定されます。本書記載の画像は、一般の例示あるいは視覚
化を目的とするもので、特定の製品や機器に関する取扱説明、安全性、操作、使用法などの情報や提案
ではありません。製品の安全な使用、保管、取扱い、廃棄に関しては、適切な安全性データシート、製品
データシートおよび製品ラベルを参照するか、最寄りの当社販売担当者にご相談ください。 

Form No.  EN351068 Chesterton Connect™ Intrinsically Safe User Guide – English 03/22

© 2022 A.W. Chesterton Company

®  特に注記がない限り、米国およびその他でA.W. Chesterton Company が所有しライセンス
権を持つ登録商標です。

860 Salem Street
Groveland. MA 01834 USA
電話：781-438-7000
ファックス：978-469-6528  
chesterton.com

限定的保証
Chestertonは、発送日から1年間、Chesterton Connect™ 
センサー（「製品」）が材料および製造において欠陥がない
ことを保証します。ユーザーガイドに記載された使用上の
注意の無視、事故、警視、製品の誤用、製品の改造などをは
じめとする製品の不適正使用に対しては、本保証は無効と
なります。本限定的保証は排他的なもので、明示あるいは
暗示を問わず、CHESTERTONの他のすべての保証に代わ
るものです。法が定める最大限の範囲において、商品性、特
定目的に対する適合性、完全性、あるいは製品が顧客の要
求を満たすこと、などは法が定める最大限の範囲において、
明確に除外されます。CHESTERTON は、製品の操作に中
断やトラブルがないこと、あるいは安全性が万全であること
は保証いたしません。アプリケーションを通じて供給される
情報の使用は、一切お客様自身の責任となります。  製品を
通じてあるいは製品使用の結果入手可能になる情報に基
づいた決定や行動に対しては、CHESTERTONは一切責任
を負いません。 

上記保証期間内に、Chestertonに欠陥の可能性のある製
品が通知され、Chestertonが製品が不良であると決定した
場合、Chestertonは修理、交換、あるいは製品の販売価格
の返済の選択を行います。人件費は含まれません。上記の

措置が、保証不履行に対する唯一かつ排他的な措置となり
ます。その他の費用、損失、経費、損傷あるいは、取引上の 
損失や利益の損失などを含む誘発的損害に対しては、 
CHESTERTONは一切責任を負いません。

損失利益、データの損失、あるいは事業中断に対しては、 
あるいは間接的、特殊、偶発的、懲罰的、典型的、あるいは
結果的もしくは特殊な損害や損失利益に対しては、その 
原因にかかわらず、また契約、不法行為、もしくはその他の
法理論に基づくものであれ、CHESTERTONは一切責任を
負いません。

本製品はA.W. Chesterton Companyの設計をもとに組立
てられたもので、特定の危険な環境で使用する承認を得て
います。危険な環境での安全性を確実にするために、外部
センサーその他の部品、特殊コネクターを含む付属品全て
を必ずA.W. Chesterton Companyから購入してください。 
A.W. CHESTERTON COMPANY以外の会社から入手した部
品や付属品の使用は、安全性認証、保証の全てを無効に
し、かつ貴社の作業員の安全および/または貴社の施設の
安全に対して危険をもたらす可能性があります。

個人情報保護方針
Chestertonの個人情報保護方針は以下で入手可能：
https://chesterton.com/en-US/Pages/Privacy.aspx

詳細情報は
以下で入手可能： Chestertonconnect.com/product
Eメール：connect.support@chesterton.com
電話：833-677-7343
電話：+1 83 367 77343


