
取扱説明書
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

データロガーソフト
PDL-01 
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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	PDL-01」（以下、PDL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。PDL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、「PDL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。

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

＊	Windows8.1/10の場合は、コントロールパネルから「.NET	Framework	3.5」
を有効化する必要があります（P.21参照）。

＊	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。



5

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。

	 □	「PDLソフトウェア」CD-ROM　1枚	
	 □	取扱説明書（本書）　1部
	 □	PQ-520用	接続ケーブル（VZC61）　1本

ご注意

1.	このソフトウェア「PDL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
＊	「■	PDLソフトウェアのインストール」「■	USB用ドライバのインストール」が終了す
るまで、USBケーブルを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

1.	 Windowsを起動します。

2.	 CDドライブに「PDL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ドライブをダブ
ルクリックます。

4.	「CD」フォルダ内の、「SOFT」フォルダを
ダブルクリックします。

■	PDLソフトウェアのインストール

「PDLソフトウェア」を以下の方法でインストールします。
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5.	「SOFT」フォルダ内の、「PDL-01_
Setup.msi」をダブルクリックします。

6.	「PDL-01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。

7.	 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。
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8.	 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。

9.	「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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1.	「マイコンピュータ」内の、CDドライブを
開きます。

2.	「DRIVER」フォルダ内の「CDM21228_
Setup.exe」をダブルクリックします。
＊	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。

3.	「FTDI	CDM	Drivers」と表示されたら、
［ Extract］ボタンをクリックします。

4.	「デバイス	ドライバのインストール	ウィ
ザードの開始」と表示されたら、［次へ］ボ
タンをクリックします。

■	USB用ドライバのインストール

「USB用ドライバ」を以下の方法でインストールします。

＊	ドライバのインストールが終了するまで、USBケーブルをPCに接続しないでください。
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５.	「使用許諾契約」と表示されたら、［同意
します］をクリックし、［次へ］ボタンをク
リックします。

6.	「デバイス	ドライバのインストール	ウィ
ザードの完了」と表示されたら、［完了］
ボタンをクリックします。
＊	正常に起動させるために、ここでコンピュー
タを再起動することをお奨めします。

	

	 これでセットアップは終了です。
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■	作業ウィンドウの説明

名　称 機　能

機
能
ボ
タ
ン

Open Excelファイルを新規に作成します。
以前に、作成・保存したファイルを開きます。

Connect 測定器で測定したデータを、受信します。

Disconnect
受信処理を中止します。
（データ受信を開始すると、Disconnectボタンが表
示されます）

Setting 通信ポート（Com）番号の設定を行います。

Save 測定した測定値データを、Excel機能のファイルで保
存します。

Close PDLソフトウエアを終了します。

ス
テ
ー
タ
ス
バ
ー

COM3 現在設定されている通信ポート番号です。
左の例では、通信ポート3番（=COM3）になります。

機能ボタン	⇒

ステータスバー	⇒

データ受信を開始すると
Disconnectボタンが表示されます

2. 使用方法
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■	起　動

1.	 あらかじめPQ-520とPCを、USBケー
ブルを使って接続しておきます。

2.	 PQ-520の電源を入れます。

3.	 PCの電源を入れ、Windowsを起動します。
＊	「2」と「3」の操作の順序は問いません。

4.		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。「PDLソフト
ウェア」が起動します。
＊	PDL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、	［	 	］	→	［ KETT］→［ PDL-01］をク
リックすると、「PDLソフトウェア」が起動し
ます。

5.		「PDLソフトウェア」が起動します。
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■	PDLソフトウェアの設定

1.	 Settingボタン（	 	）をクリックします。
「Setting」ダイアログが表示されますの
で、USBケーブルを接続している通信
ポート（Com）番号を設定します。

	 ［Select	COM	port］は現在接続されてい
る通信ポート（Com）番号が表示されます。
＊	通信ポート（Com）番号がわからない場合
は、P.20を参照してください。

2.	 設定が終わったら、［OK］ボタンをクリッ
クします。
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■	データの受信、保存

1.	 Openボタン（	 	）をクリックすると、「ファ
イル開く」ダイアログが表示されます。

2.	測定データを受信する、Excelファイル
を開きます。

【ファイルを新規に作成する場合】

①	ファイルの保存場所を確認します。保存場
所を変更するときは、「ファイルの場所」の
▼ボタンを押して保存場所を指定します。

②	保存するファイル名を入力し、［開く］ボ
タンをクリックします。
＊	起動時のファイル名は「西暦/月日/時分」と
なっています。

③	測定データを受信する、新規ワークシー
トが作成されます。

【既存のファイルを開く場合】

	「ファイルの場所」「ファイル名」を選択し
て、［開く］ボタンをクリックします。

	 ここでは「測定データ.xlsx」のファイル
名で保存しています。
＊	既存のファイルを選択したときは、前回の
データに続いて、新しいデータが貼り付け
られます。

＊	既存のファイルが白紙の場合、エラーダイアロ
グを表示することがありますが、その際は新規
にファイルを作成してください。
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3.	 Connectボタン（	 	）をクリックすると、
測定器からのデータ受信が可能な状態
になります。

4.	 PQ-520の測定を開始すると、測定デー
タの受信が始まります。測定データがPC
に転送されると、開いているワークシート
にテキストデータが自動的に貼り付けら
れます。
＊	受信を中止する場合はDisconnectボタン	
（	 	）をクリックします。

＊	受信を再開する場合は、Connectボタン	
（	 	）をクリックします。

5.	 ワークシートを保存するときは、Save
ボタン（	 	）を押すか、Excel上のメ
ニューから上書き保存します。

■	終了

	 Closeボタン（	 	）をクリックすると、
「PDLソフトウェア」が終了します。
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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。

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.	［プログラムと機能］をクリックします。

■	PDLソフトウェアのアンインストール

「PDL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。
＊	「PDL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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3.	「PDL-01」を選択し、［アンインストール］
ボタンをクリックします。

4.	「PDL-01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。
＊	ユーザーアカウント制御にアンインストー
ルの許可を求められた場合は「はい」をク
リックしてアンインストールを続行してくだ
さい。

5.	 右の画面が消えたら、アンインストール
が完了です。

6.	「PDL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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■	USB用ドライバのアンインストール

1.	［	 	］→	[コントロールパネル]	をクリッ
クします。

2.	［デバイスマネージャー］をクリックします。

3.	［ポート(COMとLPT)］内の［USB	Serial	
Port］をダブルクリックします。
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4.	［ USB	Serial	Portのプロパティ］のドラ
イバータブを選択し、［デバイスのアンイ
ンストール］ボタンをクリックします。

5.	「デバイスのアンインストール」と表示さ
れますので、[アンインストール]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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■	通信ポート（Com）番号がわからないときは？

4. 参　考

1.	［	 	］→	[コントロールパネル]	をクリッ
クします。

2.	［デバイスマネージャー］をダブルクリッ
クします。

3.	ポート(COMとLPT)」内の「USB	Serial	
Port(COM**)」の「**」が、通信ポート
(COM)番号です。

	 ここでは、「COM3」にUSBケーブルが接
続してあります。
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■	.NET	Framework	3.5を有効にする方法（Windows	8.1/10）

＊	インターネットに接続した状態で行います。

1.	［	 	］→	[コントロールパネル]	をクリッ
クします。

2.	［プログラムと機能］をダブルクリックし
ます。

3.	［ Windowsの機能の有効化または無効
化］をクリックします。

4.	［ .NET	Framework	3.5(.NET	2.0お
よび3.0を含む)］をクリックします。	
塗りつぶされた状態になれば、有効化で
きています。

塗りつぶされた状態だと有効化です

PDL-01では必要ありません





お問い合わせについて

本製品（データロガーソフト	PDL-01）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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