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1. はじめに

この度はシリアル／USB 通信ケーブルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書はシリアル／USB 通信ケーブルの導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。本製

品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。 

1-1. 製品の特徴

● 本製品は USB Specification 1.1/2.0 に準拠した USB-Serial 変換アダプタです。

● 最大 230.4kbps でのデータ通信が可能です。

● USB 接続なので、簡単に取り付け、取り外しが可能です。

● 仮想 COM ポートドライバにより、COM ポートとしてアクセス可能です。

● 通信状態をモニタできる LED インジケータを装備しています。

1-2. ご注意

● 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

● 本書の内容につきましては万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りなどにお気づ

きになりましたらご連絡願います。

● 運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承願います。

● 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

● Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
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1-3. 安全にお使い頂くために

記号説明 

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される内容を示しています。 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が負傷を負う可能性が想

定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。 

警告 

● 製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。

● 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。

● 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがある

ため使用しないでください。

注意 
● 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。

● ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを発生する機器の近くでは誤動

作することがあります。必ず離してご使用ください。

● 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、

スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。

● 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、

および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設

備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発

生した場合、いかなる責任も負いかねます。



JP-4 

2. シリアル／USB 通信ケーブルについて

2-1. パッケージ内容の確認

本製品のパッケージ内容は以下の通りです。 

● シリアル／USB 通信ケーブル

● セットアップディスク（CD-ROM）

2-2. 対応 OS と対応機種

本製品の対応 OS、対応機種は下記になります。 

● Windows 11、Windows 10

2-3. コネクタピンの配列

各信号のコネクタピンアサイン及び機能は下表のようになります。 

ピン番 信号名 略称 DTE－外部 説明 

1 Transmit Data (TD) 送信データ  データの送信 

2 Receive Data (RD) 受信データ  データの受信 

3 N.C － － － 

4 N.C － － － 

5 Signal Ground (SG) 信号用接地 － グランド 

6 N.C － － － 
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注意 

コネクタはしっかりと奥まで差し込み、確実に

接続してください。 

※ USB ポートの位置につきましては、パソコ

ンの説明書をご覧ください。

※ パソコンにより、キーボードやディスプレイ

の USB ポートでは、使用できない場合があ

ります。

3. Windows PC でのインストール

3-1. パソコン USB ポートへ接続

本製品をご使用いただくには、パソコンの USB ポートへの接続、ドライバソフトウェアのイン

ストール作業が必要です。

ドライバソフトウェアのインストール方法は、3-2 項に説明されています。 

ドライバのアンインストールを行う場合は、3-4 項の手順を参考にしてください。 

● パソコンの USB ポートへの接続

1) パソコンの電源を ON にして Windows を起動します。

2) 下図を参考にし、本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

（Windows 11 / Windows 10 では接続前にインストーラを実行してください。）
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3-2. Windows 11 / 10 でのインストール

Windows 11 / Windows 10では本製品を接続する前に下記セットアップ作業を行って 

ください。

製品添付 CD-ROM の

[CD-ROM]\Win11_10 

フォルダ内の

USB60F_11_10_Setup_ 

B039.exe を実行します。 

ユーザアカウント制御の画面で

「はい(Y)」をクリックします。 

セットアップ開始の画面で「次へ

(N)」をクリックします。

「インストール準備の完了」の画

面で「インストール」をクリック

します。 
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以上でインストール作業は完了

です。 

 

本製品を PC の USB ポートへ接続すると自動的にインストールされます。 

インストールの確認は「3-3. インストール後の確認」をご参照ください。

ドライバソフトウェアのインストーラは、ニコン・トリンブルホームペー
ジからもダウンロードできます。 

https://www.nikon-trimble.co.jp/support/driver.htm
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3-3. インストール後の確認

ドライバのインストールが正常に行われているかの確認を行います。コントロールパネルのデバ

イスマネージャを開き「デバイスマネージャ」を選択します。

「ポート（COM と LPT）」の下に仮想 COM ポート

ドライバ「USB Serial Port (COMx)」が COM ポー

トとして追加されていればインストールは正常に行

われています。 

シリアル USB 通信ケーブルに割り当てられた COM

ポートの番号の確認は、デバイスマネージャ上の

「USB Serial Port (COMx)」に表示されるポート番

号で確認することができます。 

COM ポート番号を変更する場合は、「USB Serial 

Port (COMx)」をダブルクリックします。 

プロパティ画面の「ポートの設定」タブを選択し「詳

細設定(A)」ボタンをクリックします。 

「COMx の詳細設定」画面の「COM ポート番号(P)」

より変更を行うことができます。 
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3-4. Windows 11 / Windows 10 でのアンインストール

コントロールパネルの「アプリ」→

「アプリと機能」を起動します。 

「RATOC REX USB60F Installer」

を選択し、「アンインストール」を 

クリックします。

アンインストールの確認画面が出力さ

れますので、「はい(Y)」をクリックし

ます。 

以上でアンインストールは完了です。  
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4. 製品仕様

項目 内容 

製品名 シリアル／USB 通信ケーブル

入出力レベル RS232C レベル 

接続インターフェイス USB（Universal Serial Bus）1.1／2.0 準拠 

入出力ポート数 1 ポート 

サイズ 85mm(L)×28mm(W)×11mm(H) ケーブル全長約 1.5m 

通信方式 非同期通信 

通信速度 300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/ 

57,600/115,200/230,400 bps 

電源電圧・消費電流 DC+5V（USB バスパワ－）平均 36mA(5V)/最大 60mA(5V) 

通信パラメータ → ビット長：7/8 → スタートビット：１

→ ストップビット：1/1.5/2 → パリティ：偶数/奇数/無し

入出力コネクタ ６ピンコネクタ オス型 

LED 表示 PWR： Power LED（USB バスから正常に 5V が供給されていれ 

ば点灯） 

TXD： 送信データ表示用 LED（パソコン⇒デバイス） 

RXD： 受信データ表示用 LED（デバイス⇒パソコン） 

使用温湿度範囲 

保存温湿度範囲 

0～55℃/10～90％（但し結露がないこと） 

-5～65℃/10～90％（但し結露がないこと）

制限事項 

1. アプリケーションが本製品の COM ポートを使用している状態で、取り外しを行わないでく

ださい。OS が動作不安定になる場合があります。

2. アプリケーションが本製品の COM ポートを使用している状態でサスペンドを行わないでく

ださい。正常にサスペンドから復帰できない場合があります。



ニコン・トリンブル測量機の最新情報は、以下の URL のホームページでご覧頂けます。 

https://www.nikon-trimble.co.jp/ 

東 京 144-0035 東京都大田区南蒲田 2-16-2 電話 (03) 3737-9411 

このマークは、日本測量機器工業会会員のシンボルマークであり、
日本測量機器工業会の推奨マークです。 
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