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はじめに
このたびは、PC ベース計測器 WE7000 をお買い上げいただきましてありがとうござい
ます。
このセットアップガイドでは、Windows Vista に WE7000 関連の次のソフトウエアをイ
ンストールする方法について説明しています。
• USB ドライバ
• WE7000 コントロールソフトウエア
• 光通信カードドライバ
• 演算機能付加ソフトウエア
• リモートモニタ付加ソフトウエア
各ソフトウエアの操作方法などについては、それぞれの取扱説明書をご覧いただくか、
当社カストマサポートセンターへお問い合わせください。

ご注意
・ 本書の内容は、WE7000 コントロールソフトウエア Ver.5.2.3.0 に対応しています。

このバージョン以外の WE7000 コントロールソフトウエアをお使いのときは、本書
に記載の操作内容や表示内容が異なることがあります。

・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
・ 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、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 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。

商標
・ Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation 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。
・ Adobe と Acrobat は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 ) の商標です。
・ その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
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1 必要な PC システム環境

ハードウエア
・ パーソナルコンピュータ本体
 日本語 Microsoft Windows Vista が動作し、1GHz 以上の CPU を搭載した機種。
 光通信カード WE7035/WE7036 使用時は PCI バス拡張スロット ( ハイプロファイル )

を備えた機種が必要です。

・ 内部メモリ
 1GB 以上。

・ ハードディスク
 空き容量が 15GB 以上。

・ ドライブ
 CD-ROM ドライブ 1 台。WE7000 コントロールソフトウエアのセットアップに必要で

す。

・ マウスまたはポインティングデバイス
 Windows Vista に対応したマウスまたはポインティングデバイス。

・ ディスプレイ
 Windows Vista に対応したディスプレイ。1028 × 768(XGA) 以上、High Color(65536 色 )

以上。

・ 通信カード
 Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) に接続し通信を行う場合は、Windows Vista に対応

した Ethernet ポートが必要です。
 光ケーブルで通信を行う場合は、弊社製 WE7035/WE7036 光通信カード ( 形名：

707035/707036) がインストールされている必要があります。

・ USB
 Windows Vista に対応した USB ポートが必要です。

・ プリンタ
 日本語 Microsoft Windows Vista に対応するプリンタドライバが必要です。

OS
日本語 Microsoft Windows Vista が必要です。

Note
Windows Vista の [ コントロールパネル ]-[ デスクトップのカスタマイズ ]-[ 個人設定 ]-[ フォン
トサイズ (DPI) の調整 ] の設定で、[ 大きなスケール ] が選択されていると、WE7000 コントロー
ルソフトウエアで表示される文字が正しく表示されません。必ず、デフォルトの [ 既定のスケー
ル ] を選択し、WE7000 コントロールソフトウエアをご使用ください。
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2 USB ドライバのインストール

計測ステーションとパーソナルコンピュータ (PC) の間の通信を USB で行う場合、USB
ドライバのインストールが必要です。USB1.1 および USB2.0 をサポートしています。

インストールの前に
計測ステーションに付属の WE7000 コントロールソフトウエアセットアップディスク
(CD-ROM、Ver.5.2.3.0 以降 ) を準備します。インストールする前に、現在起動されてい
るプログラムをすべて終了させてください。

インストールの開始
�.  計測ステーションと PC 本体の電源を入れます。

2.  WE500 および WE900 を初めて USB ケーブルで PC に接続 * すると、以下のダイ
アログボックスが表示されます。[ ドライバソフトウエアを検索してインストー
ルします ] をクリックします。
* USB ケーブルの接続方法については、PC ベース計測器 WE7000 ユーザーズマニュアル

(IM707003-01J) をご覧ください。

     

3.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ 続行 ] をクリックします。
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4.  以下のダイアログボックスが表示されます。画面の指示に従って、計測ステーショ
ンに付属の WE7000 コントロールソフトウエアセットアップディスク (CD-ROM、
Ver.5.2.3.0 以降 ) を CD-ROM ドライブにセットします。

     

5.  [Windows セキュリティ ] ダイアログボックスが表示されます。[ このドライバソ
フトウエアをインストールします ] をクリックします。

     

2　USB ドライバのインストール
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6.  インストールが正しく行われると、以下のダイアログボックスが表示されます。
[ 閉じる ] をクリックします。

     

ドライバのインストールの確認
7.  [ スタート ] メニューの [ コントロールパネル ]-[ ハードウエアとサウンド ]-[ デバ

イスマネージャ ] を選択します。

 USB ドライバが正しくインストールされていると、以下のようなデバイスマネー
ジャ画面が表示されます。

     

USB ドライバ

2　USB ドライバのインストール
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3 WE7000 コントロールソフトウエアのセットアッ
プ

セットアップの前に
計測ステーションに付属の WE7000 コントロールソフトウエアセットアップディスク
(CD-ROM、Ver.5.2.3.0 以降 ) を準備します。WE7000 コントロールソフトウエアをセッ
トアップする前に、現在起動されているプログラムをすべて終了させてください。

Note
USB、光通信で接続する場合には、ご使用前にドライバなどのインストールが必要です。この
操作については、本書の以下の項目をご覧ください。
 UBS ドライバについて 「2 USB ドライバのインストール」
 光通信ドライバについて 「4 光通信カードドライバのインストール」
また、Ethernet で通信をする場合には、ご使用前に通信設定が必要です。この操作方法につい
ては、IM707003-01J の「3.2 パーソナルコンピュータの TCP/IP 設定」をご覧ください。

セットアップの開始
�.  パーソナルコンピュータ本体の電源を入れます。

2.  CD-ROM ドライブに、WE7000 コントロールソフトウエアセットアップディスク
を挿入すると、自動的にスタートアップメニューが表示されます。スタートアッ
プメニューが表示されたら、リストボックスに [WE7000 Control Software] が表
示されていることを確認したのち、[ インストールの開始 ...] ボタンをクリックし
てください。

 ただし、CD-ROM の自動挿入機能を解除しているときは、CD-ROM のルートディ
レクトリにある Autorun.exe をマイコンピュータまたはエクスプローラを使って
起動してください。

Note
WE7000 コントロールソフトウエアでヘルプを見るためには、日本語「Adobe Acrobat 
Reader」のバージョン 3.0J 以上が必要です。
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3.  セットアッププログラムが起動され、セットアップ開始画面になり、以下のダイ
アログボックスが表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

     

4.  インストール先のデイレクトリを設定するダイアログボックスが表示されます。

 初期設定は、[C:¥Program Files¥YOKOGAWA¥WE7000¥] になっています。必要に
応じて変更後、［次へ］をクリックします。

     

3　WE7000 コントロールソフトウエアのセットアップ

6 IM 707003-02J



5.  [ 通信形態別ショートカットアイコン作成 ] ダイアログボックスが表示されます。
使用する通信形態のチェックボックスをチェックし、[ 次へ ] をクリックします。

 なお、WE7000 コントロールソフトウエアを起動するためには、使用する通信形
態に合った起動オプション ( ショートカットのリンク先の [WE7000.exe] のあと
に付加する起動時の動作設定 ) が必要で、この操作を行うと自動的に起動オプショ
ンが付加されます。起動オプション ( デフォルト ) は、次のように設定されます。

 Optical： “-comm optical DEVICENAME=WE7036”

 Ethernet： “-comm ethernet PORTNO=34191 GROUPNO=0”

 USB： “-comm USB”

     

6.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ インストール ] をクリックします。

     

3　WE7000 コントロールソフトウエアのセットアップ
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7.  [ ユーザーアカウント制御 ] ダイアログボックスが表示されます。[ 許可 ] をクリッ
クすると、インストールが開始されます。

     

8.  インストールが正しく行われると、以下のダイアログボックスが表示されるので、
[ 完了 ] をクリックします。

     

 操作 5 での設定に従い、デスクトップに [WE7000] ショートカットアイコンが下
図のように表示されます。なお、[ スタート ] メニューにも同様のメニュー項目
が登録されます。

     

3　WE7000 コントロールソフトウエアのセットアップ
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起動オプションについて
[WE7000] ショートカットアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [ プロパティ ]
を選択すると、以下のダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックス
の [ ショートカット ]-[ リンク先 ] に、前項の操作 5 で設定した起動オプションが書き
込まれます。WE7000 コントロールソフトウエアをセットアップしたのちに、起動オプ
ションを変更するときは、この [ リンク先 ] の設定を変更してください。[ リンク先 ] の
設定のしかたについては、IM707003-01J の「3.6 WE7000 コントロールソフトウエアの
Ethernet 通信の設定」をご覧ください。

  

3　WE7000 コントロールソフトウエアのセットアップ
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4 光通信カードドライバのインストール

オプションの光通信カード (WE7035 または WE7036) を使って、計測ステーションとパー
ソナルコンピュータ (PC) の間の通信を光通信で行う場合、光通信カードのドライバのイ
ンストールが必要です。

インストールの前に
BIOS 設定の確認
Windows Vista では、PnP 機能を BIOS に任せています。BIOS 設定画面で「PnP OS を使
用する」という項目があるかどうかを確認してください。「PnP OS を使用する」という
項目がある BIOS では、この項目を「NO」に指定してください。「Yes」に指定するとド
ライバが正しく動作しません。
上記項目が BIOS 設定画面にない場合は、どちらの設定になっているかわかりません。
この場合、ドライバを正しくインストールしても正常に動作しない場合があります。
なお、BIOS 設定画面の表示方法については、ご使用のパーソナルコンピュータの取扱説
明書をご覧ください。

インストールの開始
�.  PCI 光通信カードを PC に装着後 *、PC 本体の電源を入れます。

* 光通信カードの装着方法については、光通信カードのユーザーズマニュアル (IM707035-
01J) をご覧ください。

2.  Administrator 権限のあるアカウントでログオンします。

3.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ このデバイスについて再確認は不
要です ] をクリックします。

     

�0 IM 707003-02J



4.  計測ステーションに付属の WE7000 コントロールソフトウエアセットアップディ
スク (CD-ROM、Ver.5.2.3.0 以降 ) を CD-ROM ドライブにセットします。

5.  [ スタート ] メニューの [ コントロールパネル ]-[ ハードウエアとサウンド ]-[ デバ
イスマネージャ ] を選択し、次の画面を表示します。[ ほかのデバイス ]-[ ほかの
PCI Bridge] を選択します。

     

選択

6.  [ ほかの PCI Bridge デバイスのプロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。
[ ドライバの再インストール ] をクリック後、[OK] をクリックします。

     

4　光通信カードドライバのインストール
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7.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ コンピュータを参照してドライバ
ソフトウエアを検索します ] をクリックします。

     

8.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ コンピュータ上のデバイスドライ
バの一覧から選択します ] をクリックします。

     

4　光通信カードドライバのインストール
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�.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ すべてのデバイスを表示 ] を選択後、
[ 次へ ] をクリックします。

     

�0.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ ディスク使用 ] をクリックします。

     

��.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ 製造元のファイルのコピー元 ] ボッ
クスに、「WE7000.inf」ファイルがある CD-ROM のディレクトリ (CD-ROM が D
ドライブの場合、D:¥OpticalDriver¥WinVista) を入力し、[OK] をクリックします。

     

4　光通信カードドライバのインストール
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�2.  以下のダイアログボックスが表示されます。[ モデル ] で、[WE7035/6 Optical 
Interface PCI Card] を選択したのち、[ 次へ ] をクリックします。

     

�3.  [ ドライバの更新警告 ] ダイアログボックスが表示されます。[ はい ] をクリック
します。

     

�4.  [Windows セキュリティ ] ダイアログボックスが表示されます。[ このドライバソ
フトウエアをインストールします ] をクリックします。

     

4　光通信カードドライバのインストール
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�5.  インストールが正しく行われると、以下のダイアログボックスが表示されるので、
[ 閉じる ] をクリックします。

     

�6.  以下のダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

     

4　光通信カードドライバのインストール
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ドライバのインストールの確認
�7.  操作 5 に従って、デバイスマネージャ画面を表示します。

 光通信ドライバが正しくインストールされていると、以下の画面のように、[? ほ
かのデバイス ] に [WE7035/6 Optical Interface PCI Card] が表示されます。

     

光通信カードのドライバ

Note
「？」マークのアイコンに重ねて「×」や「！」が表示されているときは、正常動作していま

せん。このときは、［WE7035/6 Optical Interface PCI Card］を選択した状態で、［削除］ボタン
をクリックしてドライバを削除します。次に、メニュー項目の「表示」をクリックするとボッ
プアップメニューが表示されるので、「リソース（種類別）(Y)」を選択しデバイスマネージャ
画面の表示を変更しリソースの割り当て状況を確認します。IRQ の割り当てを変更するなどし
て、［WE7035/6 Optical Interface Card］のリソースを割り当て可能なようにリソースを変更し
たら、再度［WE7035/6 Optical Interface PCI Card］のドライバをインストールします。

WE7000 コントロールソフトウエアを起動する前の確認
WE7000 コントロールソフトウエアのショートカットのプロパティで、リンク先に以下
のように記述されているかを確認してください。異なるときは、このように設定してく
ださい。

“...WE7000.exe” “-COMM OPTICAL DEVICENAME = WE7036” (WE7036 の場合 )

4　光通信カードドライバのインストール

�6 IM 707003-02J



5 演算機能付加ソフトウエアのインストール

インストールの前に
オプションの演算機能付加ソフトウエア ( 形名：707702) をインストールするパーソナ
ルコンピュータ (PC) に、WE7000 コントロールソフトウエア (Ver.5.2.3.0 以降のもの ) が
インストールされている必要があります。
本ソフトウエアのセットアップディスク ( バックアップしたもの ) を準備します。本ソ
フトウエアをインストールする前に、現在起動されているプログラムをすべて終了させ
てください。

インストールの開始
�.  PC 本体の電源を入れ、Windows を立ち上げた状態にします。

2.  セットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

3.  フロッピーディスクドライブを選択し、ファイル一覧を表示します。

4.  「WeMathInstall.exe」をダブルクリックします。

5.  [ ユーザーアカウント制御 ] ダイアログボックスが表示されます。[ 許可 ] をクリッ
クすると、インストールが開始されます。

     

6.  インストールが正しく行われると、以下のダイアログボックスが表示されます。
[OK] をクリックします。
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Note
演算機能付加ソフトウエアのアンインストール
• セットアップディスクの「WeMathUninstall.exe」をダブルクリックします。[ ユーザーア

カウント制御 ] ダイアログボックスで [ 許可 ] を選択すると、アンインストールが実行され、
以下のダイアログボックスが表示されます。

     

• 演算機能の使い方については、演算機能付加ソフトウエアのユーザーズマニュアル
(IM707702-61J) をご覧ください。

5　演算機能付加ソフトウエアのインストール
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6 リモートモニタ付加ソフトウエアのインストール

インストールの前に
オプションのリモートモニタ付加ソフトウエア ( 形名：707703) をインストールするパー
ソナルコンピュータ (PC) に、WE7000 コントロールソフトウエア (Ver.5.2.3.0 以降のもの )
がインストールされている必要があります。
本ソフトウエアのセットアップディスク ( バックアップしたもの ) を準備します。本ソ
フトウエアをインストールする前に、現在起動されているプログラムをすべて終了させ
てください。

インストールの開始
�.  PC 本体の電源を入れ、Windows を立ち上げた状態にします。

2.  セットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

3.  フロッピーディスクドライブを選択し、ファイル一覧を表示します。

4.  「WeRemoteMonitorInstall.exe」をダブルクリックします。

5.  [ ユーザーアカウント制御 ] ダイアログボックスが表示されます。[ 許可 ] をクリッ
クすると、インストールが開始されます。

     

6.  インストールが正しく行われると、以下のダイアログボックスが表示されます。
[OK] をクリックします。
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Note
リモートモニタ付加ソフトウエアのアンインストール
• セットアップディスクの「WeRemoteMonitorUninstall.exe」をダブルクリックします。[ ユー

ザーアカウント制御 ] ダイアログボックスで [ 許可 ] を選択すると、アンインストールが実
行され、以下のダイアログボックスが表示されます。

     

• リモートモニタ機能の使い方については、リモートモニタ付加ソフトウエアのユーザーズ
マニュアル (IM707703-61J) をご覧ください。

6　リモートモニタ付加ソフトウエアのインストール
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