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はじめに
このたびは、AQ7933 OTDR エミュレーションソフトウェアをお買い上げいただきましてありがとうございます。
このインストールマニュアルは、本ソフトウェアをパーソナルコンピューター ( 以降 PC) にインストールする
手順を説明しています。
インストール後の操作については、AQ7933 OTDR エミュレーションソフトウェア ユーザーズマニュアル (IM 
AQ7933-01JA) をご覧ください。

梱包内容
下記のものが同梱されています。ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の間違いや
品不足などが認められる場合は、お買い求め先にご連絡ください。

  

お問い合わせ先
(PIM 113-01Z2)
1 枚

製品情報シート
(PI AQ7933-01)
1 枚

CD 
( 仕様コード：-SC01 のモデル (CD 付 ))
1 枚

* CD 付標準版をお買い上げの場合は、
本ソフトウェアとマニュアル ( 下表
参照 ) を収納した CD が同梱されます。

製品情報シート
以下の項目が記載されています。このシートを大切に保管してください。
・	 本ソフトウェアのModel	( 形名 ) と Suffix	( 仕様コード）
・	 シリアル番号
・	 ライセンスキー：本ソフトウェアの起動時に、このライセンスキーを入力する必要があります。
・	 ダウンロードページのURL：ここから本ソフトウェアとマニュアルの圧縮ファイルをダウンロードできます。

Model 仕様コード 仕様内容
AQ7933 AQ7933 OTDR エミュレーションソフトウェア
グレード / ライセンス数 -SP01 標準版　1 ライセンス

-SC01 CD 付標準版　1 ライセンス

マニュアル
マニュアル名 マニュアルNo. 内容
AQ7933 OTDR エミュレーションソフトウェア
ユーザーズマニュアル

IM AQ7933-01JA 本ソフトウェアの各設定、操作方法について、説明
しています。

AQ7933 OTDR エミュレーションソフトウェア
インストールマニュアル

IM AQ7933-02JA 本書です。本ソフトウェアのインストール方法、起
動方法について説明しています。

ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェアをインストールしてご使用されるにあたっては、ユーザーズマニュアル (IM AQ7933-01JA) に記
載の「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みのうえ、ご了承いただくようお願いします。

商標
・ Microsoft、Windows、Windows 10、および Windows 11 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。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。
・ その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

ソフトウェアの更新について
本ソフトウェアの機能や操作性を向上するため、最新のソフトウェアに更新することをおすすめします。
最新のソフトウェアは、当社 Web サイトからダウンロードするか、お買い求め先、当社支社・支店・営業所
までお問い合わせください。

AQ7933
OTDR エミュレーションソフトウェア
インストールマニュアル
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このマニュアルで使用している記号と表記法
このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

	 警　　告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、
その危険を避けるための注意事項が記載されています。

Note  本ソフトウェアを取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

	 警　　告
CD付標準版の場合
付属の CD を一般オーディオ CD プレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によ
る聴覚障害やスピーカ破損の恐れがあります。

動作に必要なシステム環境
PC動作環境
PC 本体

クロック速度： OS が快適に動作する環境
ストレージ： 10 GB 以上の利用可能な領域が必要
メモリー容量： 4 GB 以上 (8 GB 以上を推奨 )

* レポートの連続出力、連続印刷には大量のメモリー容量を必要とする場合があります。メモ
リー容量が不足すると正常に動作しない場合があります。

ディスプレイ： 解像度：1600 × 900 以上
ディスク装置： CD-ROM ドライブ (CD 付標準版をお買い上げの場合だけ）

OS	( オペレーティングシステム )
Windows 10、Windows 11

利用可能なOTDR 機種	
ユーザーズマニュアル (IM AQ7933-01JA) をご覧ください。

ソフトウェアのインストール
以下は Windows 10 でインストールするときの手順です。

1.  PC 本体の電源を入れ、Administrator 権限で Windows を立ち上げた状態にします。

標準版の場合
2.  PC の任意の場所に圧縮ファイルをダウンロードして解凍します。

* 圧縮ファイルのダウンロードについては、製品情報シートに記載の URL をご覧ください。

3.  解凍したフォルダ内の AQ7933Setup.exeをダブルクリックします。

    
インストーラーが起動して、セットアップが始まります。
手順 5へ進みます。

CD 付標準版の場合
2.  付属の CD (Install Disc) を CD-ROM ドライブにセットします。
 操作の選択を促すメッセージが画面右下に表示されたら、メッセージをクリックします。操作選択の画

面が表示されます。

    

* クリックする前に上記のメッセージが消えた場合は、デスクトップの PC > 「デバイスとドライブ」から CD をセッ
トしたドライブをダブルクリックします。CD 内のファイルがエクスプローラーで表示されます。手順 4 へ進みます。
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3.  フォルダーを開いてファイルを表示をクリックします。エクスプローラーが表示されます。

    

4.  setup.exeをダブルクリックします。

    インストーラーが起動して、セットアップが始まります。

5.  インストールで使用する言語をドロップダウンメニューから選択して、OKをクリックします。

    

6.  ソフトウェアのインストールに必要な、要件のインストールを促す画面が表示されます。インストール
をクリックします。

 ソフトウェアをインストールしないときは、キャンセルをクリックします。インストーラーが終了します。

    

インストールの途中で、ユーザーアカウント制御の
画面が表示された場合は、はいをクリックします。
インストールが継続されます。

7.  表示される画面の指示に従い、次へをクリックします。
8.  ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。許諾契約書の内容をよくお読みいただき、「使用許諾契

約の条項に同意します」を選択して、次へをクリックします。
  「使用許諾契約の条項に同意しません」 を選択した場合は、インストールできません。

 

7. 8.
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9.  インストール先のフォルダーを設定する画面が表示されます。
 インストール先の設定を確認して次へをクリックします。

    

インストール先を変更する場合は、変更をクリック
します。参照先フォルダーのディレクトリを変更し
て、OKをクリックします。

10.  インストールの開始を促す画面が表示されます。 インストールをクリックします。
 戻るをクリックすると、前の画面に戻ってインストール先の設定を変更できます。
 キャンセルをクリックすると、インストールが中止されます。

    

インストールの途中で、ユーザーアカウント制御の
画面が表示された場合は、はいをクリックします。
インストールが継続されます。

 ソフトウェアのインストールが正常に終了すると、次の画面が表示されます。

    

11.  完了をクリックして、インストールを終了します。
 Windows のスタートメニューに AQ7933 が追加されるとともに、デスクトップ上に AQ7933 のショー

トカットアイコンが作成されます。

ソフトウェアのアンインストール
Windows	10 の場合
1.  スタートメニューまたはスタート画面からコントロールパネルを選択します。
2.  プログラムと機能をダブルクリックします。
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3.  一覧から AQ7933	OTDR	Emulation	Softwareを選択して、アンインストールをクリックします。
4.  ユーザーアカウント制御の画面が表示されます。アンインストールを実行する場合は、はいをクリック

します。ソフトウェアのアンインストールが実行されます。
 いいえをクリックすると、プログラムのアンインストールが中止されます。

Windows	11 の場合
1.  スタートメニューから設定をクリックします。設定画面が表示されます。
2.  アプリをクリックします。アプリの一覧が表示されます。以降、前項と同様です。手順 3 へ進みます。

起動方法
つぎの 2 通りの方法で、ソフトウェアを起動できます。

・ デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックします。
・ Windows のスタートメニューから以下の順番で選択します。
 Windows 10 の場合：Yokogawa > AQ7933をクリックします。
 Windows 11 の場合：すべてのアプリ > Yokogawa > AQ7933をクリックします。

    

スタートメニュー (Windows 10 の場合の例 )

ショートカットアイコン

ライセンス認証
1.  初回起動時は、つぎのライセンス情報画面が表示されます。

    

ライセンスの状態
使用可能な残り日数

ライセンスキーの入力 /表示

2.  ライセンスキーを入力して、認証をクリックします。ライセンスキーは、製品情報シートに記載されて
います。

3.  ライセンスが認証されると、認証成功のメッセージが表示されます。OKをクリックすると、メッセー
ジ画面が閉じ、起動画面が表示されます。

    

2. 3.

　

Note
・ 間違ったライセンスキーを入力した場合は、認証失敗のメッセージが表示されます。この場合は、OKをクリックして、

ライセンス情報画面でライセンスキーを再入力してください。
・ ライセンスの状態 ( ステータス ) については、ユーザーズマニュアル (IM AQ7933-01JA) をご覧ください。
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表示画面の概要

ファイルリスト
ビュー

インフォメーション
ビュー

コントロール
ビュー

オーバービュー

トレースビュー

イベントビュー

解析機能を使う
ヘルプを参照する多心ファイバープロジェクトエディタを使う

ファイルを読み込む
レポートを作成する

メニューバー
ツールバー

メニューバー
・ 解析、または多心ファイバプロジェクトのタブで、使用する機能を選択できます。
・ Utility、OTDR Apps、設定、ヘルプメニューが表示されます。
・ ヘルプをクリックすると、本ソフトウェアのユーザーズマニュアル (IM AQ7933-01JA) を閲覧できます。

ツールバー
・ 読み込みをクリックして波形ファイルを読み込むと、保存、出力などのツールが使用可能になります。
・ レポートをクリックすると、レポート作成画面へ切り替わります。

ファイルリストビュー
・ SOR ファイルを読み込んだ場合は、解析方法 ( 片方向 : 通常の解析、双方向：2 波形合成解析 ) を選択できます。
・ 読み込んだ波形ファイルが一覧表示されます。ファイルの順番や各波形の表示 / 非表示などを操作できます。
・ 心線番号表示 / ファイバー ID 表示の切り替えや、ファイバー端面画像 (BMP ファイル ) の参照先などを設定

できます。

トレースビュー
読み込んだファイルの波形が表示されます。解析モード ( イベント解析、マーカ ) を選択できます。

オーバービュー
カレント波形の全体とトレースビュー上のズーム領域が表示されます。 

コントロールビュー
トレースビューの表示スケールを拡大 / 縮小、自動検出、解析条件、表示波形にマーカーを設置、イベントの
編集などを、コントロールビューで操作できます。

イベントビュー
・ イベントリストでは、カレント波形のイベント情報が一覧で表示されます。
・ イベントマップでは、カレント波形のイベント情報がアイコンで表示されます。

インフォメーションビュー
カレント波形の測定条件と測定結果、マーカー、カーソルの情報などの解析結果が表示されます。 


