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最初にお読みください

このたびは「データロガーソフト	NDL-03」（以下、NDLソフトウェアまた
はソフト）をお買い上げいただきありがとうございます。NDLソフトウェ
アは当社製品の測定データを、©Microsoft	Windows	7/8.1/10	が動
作するパーソナルコンピュータ（以下、PC）で処理するソフトウェアです。
PCに取り込んだ測定データを	©Microsoft	Excel（以下、Excel）に自動
で貼り付けることができます。本書では、「NDLソフトウェア」のインストー
ル手順と使用方法について説明しています。ご使用前に、本書をよくお読
みいただきご使用ください。

対応器種一覧

	 □	米麦水分計	ライスタfb/fb2
	 □	成分分析計	AN-820/920
	 □	穀粒判定器	RN-700

必要システム

■	 OS	:	Windows	7(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)
■	 PC	:	上記OSが動作し、RS-232Cポート、USBポートのいずれかが	

	 	 あるもの、ならびにCD-ROMドライブがあるもの

■	必須ソフトウェア	:	Excel	2007/2010/2013	/2016

＊	測定結果データが膨大になる場合は、十分な量のメモリを搭載した環境でのご
使用をお勧めします。

＊	OSと使用可能な必須ソフトウェアの組み合わせは、必須ソフトウェアのサポート
するOSに準じます。

＊	本機能をご使用する際は、解像度（1280×800）以上の環境をお勧めします。
	 （モニターをご使用する場合も同様）
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パッケージの内容を確認しましょう

ご使用の前に、製品パッケージの内容をご確認ください。万一、不足してい
るものがあった場合には、当社までご連絡ください。

	 □	「NDLソフトウェア」CD-ROM　1枚	
	 □	取扱説明書（本書）　1部
	 □	AN-820/920用	接続ケーブル（VZC54）　1本
	 □	RN-700用	接続ケーブル（VZC66）　1本
	 □	USBハブ（対応器種の接続時にはUSBハブを経由させてください）

ご注意

1.	このソフトウェア「NDLソフトウェア」の著作権は、株式会社ケツト科学
研究所（以下、当社）にあります。

2.	このソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で改変し
たり、複製することはできません。

3.	このソフトウェアは、1セット（=1ライセンス）でPC1台にインストール
することができます。複数台のPCでご使用の場合は、使用台数分のラ
イセンスをご購入ください。

4.	本書中で使用している画面およびファイル構成は、実際と異なる場合
があります。

5.	 このソフトウェアの仕様、および取扱説明書に記載されている内容に
ついては、将来予告なしに変更することがあります。

6.	このソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果の影響について
は、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

7.	 このソフトウェアがお客様により不適当に使用されたり、取扱説明書の
指示に従わずに取り扱われた場合、または当社や当社が指定する者以
外の第三者により、修正・変更されたこと等に起因して生じた障害につ
きましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

＊	Microsoft	Windows、Microsoft	 Excelの名称、ロゴは、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または商標です。その他、記載さ
れている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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	注　意
＊	オプションのUSB-RS232C変換ケーブルを使用する場合、P.37「■USB-RS232C
変換ケーブルのドライバ	インストール」が終了するまで、PCに接続しないでください。

＊	複数のユーザーで使用するPCにセットアップする場合、以下の作業はシステム全体を
変更できる権限を持つユーザー名(PCの管理者;administratorグループのユーザー
推奨)でログオンして行ってください。

＊	PCの管理者でないユーザー名でログオンしたまま作業を進めると、「ユーザーアカウン
ト制御(7/8.1/10)」というダイアログが表示され管理者情報を求められます。ここで
管理者情報を入力し、作業を進めてもインストールを完了できませんので、一度PCを
ログオフしてから、管理者としてログオンしなおし、再度インストールしてください。

1. セットアップ

■	HALCONのインストール

穀粒判定器	RN-700を使用する場合は、「HALCON(画像処理プログラム)」を以下の方法
でインストールします。
＊	穀粒判定器	RN-700を使用しない場合は、インストールする必要がありません。

1.	 Windowsを起動します。

2.	 CDドライブに「NDLソフトウェア」CD-
ROMをセットします。
＊	他のアプリケーションは、すべて終了してお
いてください。

3.	「PC」フォルダ内の、CDドライブを開き
ます。

4.	「halcon-11.0.4-windows.exe」をダブ
ルクリックします。
＊	「このアプリがデバイスに変更を加えるこ
とを許可しますか？」と表示された場合は、
［はい］をクリックします。
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5.	「HALCONセットアップへようこそ」と
表示されますので、［次へ］ボタンをクリッ
クします。
＊	PCによっては、この画面が表示されるまで
数分かかることがあります。

6.	「ライセンス契約書」と表示されたら、［同
意する］ボタンをクリックします。

7.	「更新情報」と表示されたら、チェック
ボックスのチェックを外して、［次へ］ボタ
ンをクリックします。

8.	「アーキテクチャの選択」と表示されます。
OSが32bit版のときは、「x86バージョ
ンのインストール」を選択します。64bit
版のときは、「x64バージョンのインス
トール」を選択して［次へ］ボタンをクリッ
クします。
＊	OSのbit数が分からない場合は、「コント
ロールパネル」→「システムとセキュリティ」
→「システム」をクリックします。
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9.	「コンポーネントを選んでください」と表
示されます。OSが32bit版のときは、
「Runtime	x86」にチェックを入れます。
64bit版のときは「Runtime	 x64」に
チェックを入れ、［次へ］ボタンをクリック
します。
＊	他の項目のチェックは外してください。

10.	次の画面が表示されたら、［はい］ボタン
をクリックします。
＊	この画面は表示されないことがあります。

11.	「追加のドライバー」と表示されたら、
「USBドングル用ドライバーをインストー
ルします」のチェックを外して、［次へ］ボ
タンをクリックします。

12.	次の画面が表示されたら、「MVTec	
GigE	Vision	ストリーミングフィルター
をインストールします」のチェックを外し
て、［次へ］ボタンをクリックします。
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13.	インストール先を確認します。
	 表示された場所で良ければ、［次へ］ボタ

ンをクリックして次に進みます。
	 変更が必要な場合は、［参照］ボタンをク

リックしてインストール先を指定してくだ
さい。

14.	インストールが始まり、「HALCONをイ
ンストールしています」と表示されます。

15.	「ライセンスファイル」と表示されたら、
「ライセンスファイルをインストールしま
せん」を選択し、［次へ］ボタンをクリック
します。

16.	これで「HALCONソフトウェア」のイン
ストールは終了です。
＊	問題が発生した場合は、アンインストール
後、再度インストールする作業を行ってくだ
さい。
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1.	 CDドライブに「NDLソフトウェア」CD-
ROMをセットします。

2.	「PC」フォルダ内の、CDドライブをダブ
ルクリックします。
＊	インストーラが起動しない場合は、CDドラ
イブを開き「setup.exe」をダブルクリック
してください。

3.	 インストール選択で、OSのbit数に合わ
せて「32bit/64bit」を選択します。

	 次に、形式選択で、「台帳形式（一般向け）」
をクリックします。
＊	台帳形式（一般向け）は、あらかじめ台帳に
データを入力しておき、生産者コードを入力
することで、生産者コードに紐付けされた情
報を一括入力できます。

＊	リスト形式（精米工場向け）は、通常は使用し
ません。

＊	OSのbit数が分からない場合は、「コント
ロールパネル」→「システムとセキュリティ」
→「システム」をクリックします。

	 選択が終わったら、［ NDL-03をインス
トール］ボタンをクリックします。

4.	「NDL-03用のInstallShieldウィザード
へようこそ」と表示されますので、[次へ]
ボタンをクリックします。

■	NDLソフトウェアのインストール

「NDLソフトウェア」を以下の方法でインストールします。



11

5.	 使用許諾に同意される場合は、「使用許諾
契約の条項に同意します」にチェックを入
れて、「次へ」ボタンをクリックします。
＊	同意しない場合はソフトがインストールさ
れませんので、ご注意ください。

6.	 ユーザー情報の入力に変更がある場合
は、各項目に入力して［次へ］ボタンをク
リックします。

7.	 インストール内容に間違いがない場合
は、「インストール」ボタンをクリックする
と、インストールが開始されます。
＊	ユーザーアカウント制御にインストールの
許可を求められた場合は「はい」をクリック
してインストールを続行してください。
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8.	「完了」ボタンをクリックしてインストー
ルを終了してください。
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■	.NET	Framework	4.5.1のインストール

「.NET	Framework	4.5.1」を以下の方法でインストールします。

＊	下記インストールはWindows7のみ。

１.	CDドライブに「NDLソフトウェア」CD-
ROMをセットします。

２.	「PC」フォルダ内の、CDドライブを開き
ます。

３.	「NDP451.exe」をダブルクリックします。

４.	ライセンス条項に同意される場合は、「同
意する」にチェックを入れて、「インストー
ル」ボタンをクリックします。
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５.	「完了」ボタンをクリックしてインストー
ルを終了してください。

＊	すでに「.NET	Framework	4.5.1」以上の
バージョンがインストールされている場合
は実行されないので新たにインストールを
する必要はありません。
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■	Visual	C＋＋ランタイムのインストール

「Visual	C＋＋ランタイム」を以下の方法でインストールします。

１.	CDドライブに「NDLソフトウェア」CD-
ROMをセットします。

２.	「PC」フォルダ内の、CDドライブを開き
ます。

３.	「vcredist_x86.exe」をダブルクリック
します。

４.	ライセンス条項に同意される場合は、「同
意する」にチェックを入れて、「インストー
ル」ボタンをクリックします。

５.	「閉じる」ボタンをクリックしてインストー
ルを終了してください。
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■	AN-820/920とPCの接続（オプション）

	 AN-820/920を使用する場合は、測定器は調整済のものを使用してください。
	 測定器とPCを、接続ケーブルを使って接続しておいてください。

	 ○	AN-820は「PC通信あり」に設定します。
	 	 （AN-820	取扱説明書	P.22参照）

	 ○	AN-920は「通信設定」の操作手順に従って設定します。
	 	 （AN-920	取扱説明書	P.14参照）
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名　称 機　能

AN測定 AN測定 AN-820/920の測定を開始します。

○玄米　○精米 玄米・精米 玄米シート、精米シートを切り替えます。

重要 g 重量 RN-700のデータを受信したときに測定サンプル重量が入力されていると、
推定千粒重を計算し入力します。

サンプル名称 サンプル名称 サンプル名に文字を入力すると、測定器からデータが送られてきたときに、
Excelシートのサンプル名称に記述されます（台帳形式のみ）。

生産者コード 生産者コード 生産者コードに文字を入力すると、測定器からデータが送られてきたときに、
Excelシートに生産者コードに関連するデータが入力されます（台帳形式のみ）。

登録行
□一括 登録行 各測定器のデータが次に入力される行を示します。一括にチェックを入れて行

数を入力すると、すべての測定器のデータがその行に入力されます。

RN-700選別レベル

ユーザー1
RN-700
選別レベル 現在選択されているRN-700の選別レベルが表示されます。

保存 Excelファイルを上書き保存します。

戻る 通信を中止し、初期画面に戻ります。Excelはデータを保存して終了します。

設定 設定画面を開きます。

台帳 台帳データ入力ファイルを開きます。
もう一度押すと、入力データを保存してファイルを閉じます。

データ入力 データ入力画面を開きます。
データ入力機能については、P.25を参照してください。

ヒスト ヒストグラムを表示します（RN-700測定時）。

ビューア ビューアを起動します（RN-700測定時）。

終了 ソフトを終了します。Excelもデータを保存して終了します。

2. 使用方法

■	作業ウィンドウの説明
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■	起　動

＊	あらかじめ使用する測定器とPCを、接続ケーブルを使って接続しておいてください。

＊	プログラムで作成されるExcelファイルのシート構成は変更しないでください。

＊	AN-820とAN-920は同時に接続しないでください。

＊	PCと通信可能な状態で起動します。通信モードへの切り替えが分からない場合は、各種取扱
説明書を参照してください。

	 ○	AN-820	取扱説明書	P.22参照
	 ○	AN-920	取扱説明書	P.14参照

1.	 PCの電源を入れWindowsを起動します。

2.	デスクトップ上のショートカット（	 	）	

をダブルクリックします。「NDLソフト
ウェア」が起動します。
＊	NDLソフトウェアを起動するときは、測定
器本体の表示が初期画面の状態で起動して
ください。

＊	デスクトップ上にショートカットがない場合
は、	［	 	］	→	［ NDL-03］をクリックする
と、「NDLソフトウェア」が起動します。
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3.	 起動画面が表示されたら、接続している器
種にチェックを入れます。画面下部のコメ
ントの指示に従い、接続確認を行います。
指示の内容は器種ごとに異なります。
＊	接続されていない器種は、Excelシートに
表示されません。

	 ライスタ検索 	 ボタンを押す場合は、ライ
スタのBluetooth通信設定画面（P.36）
で、「ON」を選択した状態で［測定］ボタ
ンを押すと、初期接続状態になります。
Bluetoothマークが点滅していることを
確認してください。

4.	表示する台帳の項目数（0〜20）を選択
します。台帳データに入力されている生
産者コードを含みます。
＊	非表示状態でもデータの書き込みには影響
ありません。

＊	表示する台帳の項目数については、P.23
「■	台帳機能」を参照してください。

5.	 玄米 	または	 精米 	ボタンを押します。

＊	エラーが発生する場合は、一度「NDLソフト
ウェア」を終了し、「管理者として実行」より
「NDLソフトフェア」を起動してください。

6.	「ファイルを開く」ダイアログが表示され
ます。ファイル名には、今日の日付が表
示されます。変更がなければ［開く］ボタ
ンをクリックするとExcelが起動します。

	 ファイル名の変更が必要な場合は、入力
し直してください。
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■	NDLソフトウェアの設定

	 ポートの設定およびRN-700の設定、選
別レベルの調整(後述)が行えます。
＊	目的の測定器で、COMポートが設定されて
いる場合は、設定を行う必要はありません。

＊	AN-820とAN-920は同時に接続しない
でください。

1.	 作業ウィンドウの設定ボタン（	 	）をク
リックします。すでに設定してある場合
は、その測定器の欄にチェックが入り、
COMポート番号が表示されます。
＊	RN-700が接続されている場合は、各項目
に本体の設定が表示されます。

＊	AN-920を接続時に設定を変更する場合
は、AN-920を初期画面に必ず戻してから、
設定ボタン（	 	）をクリックしてください。

2.	 手動でポートを設定する場合は、チェッ
クボックスにチェックを入れます。

	 ボックス右端の「 」をクリックすると、
認識されているポートが表示されます。
ポートを選択し、［OK］ボタンをクリック
すると、作業ウィンドウに戻ります。
＊	ポートの設定が間違っているとデータの受
信が正常に行われないのでご注意ください。

＊	目的のポート番号が無い場合は、COMポー
トが認識されていない可能性があります。
1度プログラムを終了し、再起動してください。
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3.	 RN-700を接続している場合は、RN-
700の本体設定がRN-700本体情報に
表示されます。

4.	 RN-700設定から、「選別レベル」「計算
方法」「分類設定」「出力設定」を変更す
ることができます。

	 設定を変更したら、 設定 	 ボタンを押
すとRN-700の設定が変更され、RN-
700本体情報が更新されます。
＊	更新には少々時間がかかります。

＊	粒種はここでは選択できません。作業ウィ
ンドウから変更してください。

＊	RN-700測定データの保存先を変更する場
合は、測定前に保存先を指定してください。
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1.	 AN-820/920は、AN測定 	ボタンを押す
と測定を開始します。その他の器種は、
測定を行うとデータが受信されます。
＊	AN-820/920は、本体操作で測定を開始
すると、測定データを受信できません。

2.	 データを受信すると、それぞれの器種の
測定項目にデータが入力されます。また、
データ受信時にコメントが表示されます。

3.	保存（	 	）、戻る（	 	）、終了（	 	）
	 ボタンのいずれかをクリックすると

Excelファイルの上書き保存を行います。

	 保存ボタン（	 	）の場合
	 そのまま次の測定を行うことが出来ます。

	 戻るボタン（	 	）の場合
	 Excelを閉じて起動画面に戻ります。

	 終了ボタン（	 	）の場合
	 Excelとソフトの両方が終了します。

■	データの受信、保存

コメント表示欄



23

■	台帳機能（台帳形式のみ）

＊	この機能は、P.10「■	NDLソフトウェアの
インストール」時に台帳形式（一般向け）を
選択した場合に使用できる機能です。

	 EXCELファイルにデータをあらかじめ
登録しておくことで、台帳データの読み
出しができます。

○	台帳データの登録

1.	 台帳ボタン（	 	）をクリックすると、台帳
データ用のファイルが開きます。

2.	データを入力します。
	 一番左の列は、生産者コードを入力、	

一番上の行には、項目名を入力します。
項目名は自由に変更できます。

3.	データの入力が終わったら、台帳ボタン
	 （	 	）を押して、ファイルを閉じます。

例として下記で登録しています
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○	台帳データの読み出し

1.	 あらかじめ、作業ウィンドウの生産者コー
ド欄に生産者コードを入力して測定を行
うと、測定データがEXCELファイルに書
き込まれる際に生産者コードと関連デー
タも一緒に書き込まれます。

2.	 EXCELファイルの生産者コード欄に、	
生産者コードを入力して作業ウィンドウ
に切り替えると、生産者コードに対応した
データが書き込まれます。

4.	ファイルの「選別レベル」ダブをクリック
すると、ユーザー選別レベルの名前が表
示されます。ここで選別レベル名を変更
すると、NDLソフトウェア上のRN-700
の選別レベル名に反映されます。
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■	データ入力機能（リスト形式のみ）

＊	この機能は、P.10「■	NDLソフトウェアの
インストール」時にリスト形式（精米工場向
け）を選択した場合に使用できる機能です。

	 Excelファイル上の各項目で入力したい
データを選択して入力することができます。

1．作業ウィンドウのデータ入力ボタン（	 	）
をクリックします。

2.	入力したい各項目のデータを選択し、
入力 	 ボタンを押すと各項目にデータが
入力されます。

	 自由入力欄は、 入力 	ボタンを押したとき
に、右端に入力されたデータを任意の列
に入力することができます。チェックを
入れて、入力する列を選択してからご使
用ください。

3.	入力できるデータは、「C:\KETT\NDL-
03」フォルダの中にある、「シートマス
タ.xlsx」ファイルに登録されています。

	 ファイルを編集することで入力データを
変更することができます。

	 「大項目説明」の太枠内と「項目説明」の
列のデータを編集すると、データ入力画
面に反映されます。
＊	「シートマスタ.xlsx」を編集した後は、上書き
保存して、NDL-03を再起動してください。
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		 ＜選別レベル＞
	 ファイルの「選別レベル」タブをクリック

すると、ユーザー選別レベルの名前が表
示されます。ここで選別レベル名を変更
すると、NDLソフトウェア上のRN-700
の選別レベル名に反映されます。

	 ＜精米マスタ＞
	 ファイルの「精米マスタ」タブでは、工場

の項目説明と同じ文字を「ブランド」と「商
品」の条件に入力することで、データ入力
時の選択肢を仕分けることができます。
＊	仕分けることができるのは、「ブランド」と
「商品名」のみです。
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	 ＜玄米マスタ＞	
	 ファイルの「玄米マスタ」タブでは、産地

名を「銘柄」と「農協」の条件に入力する
ことで、データ入力時の選択肢を仕分け
ることができます。
＊	条件に産地名が入力されていないと、選択
肢に表示されません。
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■	ヒストグラム（RN-700測定時）

	 RN-700のデータからヒストグラムを表
示させることができます。
＊	RN-700のデータが入力されていない状態
でヒストグラムを表示することはできません。

1.	 ヒストボタン（	 	）をクリックします。

2.	最新のRN-700のデータのヒストグラム
が表示されます。数字は登録行に対応し
ています。上下ボタンで数字を変えるこ
とで過去のデータのヒストグラムも見る
ことができます。

■	ビューア（RN-700測定時）

	 RN-700測定時の画像を閲覧すること
ができます。

	 ビューアボタン（	 	）をクリックすると、
ビューアが立ち上がります。

	 各分類の横にあるチェックを入れたり外
したりすることで、1粒ごとの分類を判
別することができます。
＊	設定画面上の「画像データを保存する」に
チェックを入れて測定してください。
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■	選別レベル調整（RN-700接続時）

	 RN-700の測定値の調整をしたいときに
使用します（画面は玄米の場合）。

1.	 作業ウィンドウの設定ボタン（	 	）をク

リックします。設定画面の	 選別レベル 	ボ
タンをクリックして選別レベル調整画面
を開きます。

	
2.	 選別レベル調整を行いたい測定粒種を

選択します。左側のボックスから読み込
む選別レベル番号を選択し、	 読込 	 ボタ
ンをクリックします。
＊	農産物検査は基本レベルの選別レベル名です。

3.	 現在の選別レベルのパラメータが基本レ
ベルとどのくらい差があるかが表示され
ます。各項目の「+」「−」をクリックする
とRN-700の測定値でそれぞれの項目
を増減させることができます。

	 胴割れ無しにチェックを入れると胴割れ
粒の測定値が0になります。
＊	選別レベル調整を行うときは、小さい数字
の項目から調整するようにしてください。

4.	右側のボックスから書き込みたい選別
レベル番号を選択して	 書込 	ボタンをク
リックします。
＊農産物検査には書き込めません。

＊	精米の場合は、選別レベル名「農産物検査」
は「基本メモリ」になります。
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■	平均値入力モード

	 各器種から送られてくるデータを一時的
にソフトの中に保管して、その平均値を
Excelファイルに入力することができます。

1.		起動画面で	 玄米 	 精米 	 ボタンを
クリックする前に平均値入力モードに
チェックを入れます。

	 通常時と同じようにファイルを新規作成
するか、ファイルを開きます。

2.	平均値モードの作業ウィンドウが開きま
す。測定を行うと、ソフトの中でデータ
が一時的に格納されます。
＊	このデータは保存されませんので、ご注意
ください。

	 入力 	ボタンを押すと、各データの平均値
がExcelファイルに入力されます。
＊	測定結果が測定範囲外だった場合、平均値
の計算ができず、エラーが発生します。

＊	上書きにチェックを入れて、上書きしたい回
数を指定した状態で測定すると格納されて
いるデータに上書きすることができます。
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■	オプション

	 作業ウィンドウで［ F5］ボタンを押すと、
オプション画面が表示されます。

	 音のON/OFFおよび選択、文字の大きさ
が変更できます。

	
	 <音>
	 音なし、音1〜4を選択できます。
	 試聴 	ボタンを押すと、選択している音を

再生できます。
	
	 <フォントサイズ>
	 文字の大きさが変更できます。中で1.5

倍、大で2倍になります。
＊	大きさを変更すると画面からはみ出すよう
な場合は変更しないでください。
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＊	複数のユーザーで使用するPCの場合、以下の作業はシステム全体を変更できる権限
を持つユーザー名(PCの管理者；administratorグループのユーザー推奨)でログオン
して行ってください。

＊	PCの管理者でないユーザー名でログオンしたまま作業を進めた場合、アンインストー
ル途中で「ユーザーアカウント制御(7/8.1/10)」ダイアログが表示されて管理者情報
を求められたりすることがあります。

	 いずれの場合も正しくアンインストールを完了できませんので、一度PCをログオフし
てから、管理者としてログインしなおし、再度アンインストールしてください。

■	HALCONのアンインストール

穀粒判定器	RN-700を使用している場合は、「HALCON(画像処理プログラム)」を以下の
方法でアンインストール（削除）します。
＊	「HALCON(画像処理プログラム)」をアンインストール（削除）する場合は、これまでに受信した
測定データ等のバックアップをとっておくことをお勧めします。

3. アンインストール

1.	［	 	］→	[コントロールパネル]	をクリッ
クします。

2.	［プログラムのアンインストール］をク
リックします。
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3.	「MVTec	HALCON」を選択し、［アンイ
ンストール］をクリックします。

4.	「HALCONのアンインストール」と表示
されたら、［アンインストール］をクリック
します。

5.	 アンインストールが始まります。

6.	「アンインストール完了」と表示されます
ので、［完了］ボタンをクリックします。

	 これでアンインストールは終了です。
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1.	［	 	］→	[コントロールパネル]	をクリッ
クします。

2.	［プログラム］をクリックします。

3.	「NDL-03」を選択し、［アンインストール］
をクリックします。

■	NDLソフトウェアのアンインストール

「NDLソフトウェア」を以下の方法でアンインストール（削除）します。
＊	「NDLソフトウェア」をアンインストール（削除）する場合は、これまでに受信した測定データ等
のバックアップをとっておくことをお勧めします。
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4.	「NDL-03をアンインストールします
か?」と表示されます。［はい］ボタンをク
リックすると、アンインストールが始ま
ります。

5.	 右の画面が消えたら、アンインストール
が完了です。

6.	「NDLソフトウェア」が削除されました。

	 これで、アンインストールは終了です。
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4. 参　考

■	ライスタfb/fb2のBluetooth通信設定

1.	 ライスタfb/fb2の［電源］ボタンを押し
ます。バックライトと表示部が全表示さ
れ、続けて器械温度が表示されます。

	 その後、測定待ちの状態になります。

2.	［平均］ボタンを押したまま［選択］ボタ
ンを2秒間長押しすると、Bluetooth通
信設定画面が表示されます。

	 ［選択］ボタンを押すたびに、Bluetooth
のON/OFFが切り替わります。　　　　
　　

3.	［電源］ボタンを押すと、電源が切れます。
＊	Bluetooth通信設定画面でON表示の状態
で［測定］ボタンを押すと、Bluetooth初期
接続状態となりBluetoothアイコンが点滅
します。

選択ボタンで
切り替え
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■	USB-RS232C変換ケーブルのドライバ	インストール（オプション）

「USB-RS232C変換ケーブルのドライバ」を以下の方法でインストールします。
＊	PCにRS-232Cポートがあれば、インストールする必要はありません。

1.	「UC-S	シリーズ用ドライバディスク」を
CDドライブにセットします。

2.	 CDドライブを開きます。

3.	「Windows	2000以降専用」フォルダ
を開きます。

4.	「uc-s_d_140312」ファイルをダブルク
リックします。

5.	「Elecom	USB-Serial	Converter	セッ
トアップへようこそ」ダイアログが表示さ
れますので、［次へ］ボタンをクリックする
と、インストールが開始されます。

注　意
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6.	 インストールが完了しました。
	 「完了」ボタンをクリックします。



39

■	USB-RS232C	変換ケーブルドライバのアンインストール

1.	 P.34の手順「1」と「2」を行います。

2.	「Elecom	USB-Serial	Converter」を
選択し、［アンインストール］をクリック
します。

3.	「削除」を選択し、［次へ］ボタンをクリッ
クします。

4.	［はい］ボタンをクリックすると、アンイ
ンストールが始まります。

5.	「アンインストール完了」と表示されます
ので、［完了］ボタンをクリックします。

	 これでアンインストールは終了です。
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■	NDLソフトウェア	エラー表示

エラー番号 表　示 内　容

001 Excelの呼び出しに失敗しました

Excelの起動に失敗したときに発生する
エラーです。Excel	2007/2010/2013/
2016がインストールされているか確認
してください。

002 シートの構成が正しくありません

何らかの操作によってExcelファイル
の内容が変更されたときに発生するエ
ラーです。起動画面に戻り新たにファイ
ルを作成してください（P.19参照）。

003

エラーが発生しました
エラー番号:（5）13

ポートの設定が間違っています。起動
画面に戻り接続確認を行ってください
（P.19参照）。

エラー番号が13以外の場合

何らかのエラーが発生しています。各測
定器との接続を確認して再測定してくだ
さい。何度も発生する場合はエラー番
号を控えてお問い合わせください。

004 Excelファイルの書き込みに失敗しました
新しくファイルを作り直してください

ファイルの作成中にエラーが発生してい
ます。起動画面に戻り新しいファイルを
作成してください（P.19参照）。何度も発
生する場合はPCを再起動してください。

005 Excelが閉じられています Excelが終了しています。ソフトを再起
動してください。

006 Excelが操作中です
操作を完了してからOKを押してください

Excelを操作中にデータを受信した時に
発生するエラーです。操作を完了させて
から［OK］ボタンを押してください。

007 エラーが発生しました
再測定してください

データ受信時にエラーが発生しました。
起動画面に戻り、接続確認をしてから再
測定してください（P.19参照）。

008 計算中にエラーが発生しました
操作をやり直してください

平均値を計算する際にエラーが発生し
ました。数値データが入っているか確認
してください（P.30参照）。

009
Excelシートへの入力に失敗しました
Excelを操作中の場合は操作を終了し
てから再度入力ボタンを押してください

Excelにデータを入力する際にエラーが
発生しています。Excelが操作中でないか、
閉じられていないか確認してください。
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■	RN-700	エラー表示

エラー番号 表　示 内　容

101

DLLメモリ確保エラー

接続確認時のエラーです。RN-700本
体とソフトを再起動してください。

本体機器エラー

DLL他プロセス使用中エラー

DLL初期化未実行エラー

102
本体接続エラー 本体との接続に問題があります。本体

の表示が「測定可能」になっているか確
認してソフトを再起動してください。RN-700接続エラー

103

RN-700測定中にエラーが発生しました
RN-700本体を再起動してください
RN-700本体の設定を確認してください

測定中にエラーが発生しました。RN-
700本体とソフトを再起動して、正し
い選別レベル番号を選択してください
（P.21参照）。何度も発生する場合は、
どのような操作を行ったかを確認の上、
お問い合わせください。

測定未実行エラー ［OK］ボタンを押して、再測定してくだ
さい。何度も発生する場合は、お問い合
わせください。画像処理エラー

ファイル保存先エラー

ファイルの保存先と容量を確認してくだ
さい。保存先が間違っている場合は正
しい保存先を設定し、容量を確保してく
ださい（P.21参照）。

本体パラメータエラー
設定していない選別レベル番号を選択
しています。正しい選別レベル番号を選
択してください（P.21参照）。

104

設定不可エラー RN-700の設定をする際に発生するエ
ラーです。RN-700本体の表示が「測定
可能」になっているか確認し、ケーブルの
抜き差しを行ってからソフト再起動し再
度設定ボタンを押してください。

RN-700設定エラー

トレイ連動の設定に失敗しました
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エラー番号 表　示 内　容

105 測定中エラー

測定中のRN-700にアクセスしようとし
て発生するエラーです。RN-700の測定
が終わるまでお待ちください。いつまで
も測定が終わらない場合はRN-700本
体とソフトを再起動してください。

106

パラメータファイル読込エラー 選別レベル調整時に発生するエラーで
す。RN-700本体の表示が「測定可能」
になっているか確認し、ケーブルの抜き
差しを行ってからソフトを再起動し、操
作をやり直してください。

ファイル読み込みエラー

RN選別レベルエラー

107 RN-700が通信タイムアウトしました

RN-700から応答がない状態です。
RN-700本体の表示が「測定可能」に
なっているか確認し、ケーブルの抜き差
しを行ってからソフトを再起動し、操作
をやり直してください。

108 計算失敗

ヒストグラムの計算を失敗したときに発
生するエラーです。RN-700本体の表
示が「測定可能」になっているか確認し
て再測定してください。何度も発生する
ようならお問い合わせください。

109 RN-700エラー

その他のRN-700にまつわるエラーで
す。ケーブルが接続されているかを確認
して、RN-700本体とソフトを再起動
し、RN-700本体の表示が「測定可能」
になっているかを確認して操作をやり直
してください。
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■	AN-820/920	エラー表示

エラー番号 表　示 内　容

201 検量線が一致しません
AN本体の検量線を確認してください

AN-820/920本体の玄米/精米の設定
と作業ウィンドウの玄米/精米選択が一
致していないときに起こるエラーです。
AN-820/920本体の検量線設定を変
更するか作業ウィンドウに戻り玄米/精
米のシートを一致させてください。
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エラー番号 表　示 内　容

301 ライスタ接続失敗
接続確認中にエラーが発生しています。
ソフトとライスタ本体を再起動してくだ
さい。

302 ライスタ切断失敗

ライスタとの通信が正常に終了しなかっ
た場合に発生するエラーです。再度ライ
スタで測定する場合はソフトとライスタ
を再起動してください。

■	ライスタfb/fb2	エラー表示
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お問い合わせについて

本製品（データロガーソフト	NDL-03）についてのお問い合わせは、下記の
事項をご確認のうえ、お買い求めの販売店、または当社東京営業部、支店・
各営業所へご連絡ください。

1.	ご使用のPCの仕様
	 メーカー、型番、メモリ容量、HDD全体と空き容量、接続周辺機器、
	 OSのバージョン、Excelのバージョン	など

2.	PCに接続した測定器の種類

3.	トラブル内容（エラーメッセージの内容、どんな操作をしたかなど）

東京営業部	 03-3776-1111
大阪支店	 06-6323-4581
札幌営業所	 011-611-9441
仙台営業所	 022-215-6806
名古屋営業所	 052-551-2629
九州営業所	 0942-84-9011

お問い
合わせ

※	PCの操作方法については、PCに付属の取扱説明書をご覧の上、各メーカーに
お問い合わせください。

※	Excel上での操作については、マイクロソフトのサポート窓口へお問い合わせく
ださい。
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