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DL9000/DL6000/DLM6000/SB5000 用
USB ドライバインストール方法

はじめに
このユーザーズマニュアルは、USB ドライバ「yKUSBTMC」のインストール手順について説明しています。ご
使用のパーソナルコンピュータの OS に合わせて、Windows 7/Windows Vista 編または Windows XP 編をご覧
ください。

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、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
・ 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。

免責事項
当製品の使用に関して，直接または間接に生じるいっさいの損害について，責任を負いません。

動作に必要なシステム環境
・	 パーソナルコンピュータ本体

・ 日本語 Microsoft Windows XP が動作し、Pentium4 2GHz 以上の CPU を搭載した機種。
・ 日本語 Microsoft Windows 7 または Windows Vista が動作し、Core2 Duo 2GHz 以上の CPU で、1G バイ

ト以上のメモリを搭載した機種。
・	 OS
 日本語 Microsoft Windows Vista、Windows 7 または Windows XP

対象製品
USB ドライバ「yKUSBTMC」は、以下の当社製品に適用できます。本書では、これらの製品全体を示す名称と
して「本体」を使用しています。個々の製品を示す場合は、それぞれ以下に示す名称、または製品名称やモデ
ル名を使用します。

・ DL9000 シリーズ
・ DL6000 シリーズ
・ DLM6000 シリーズ
・ SB5000 シリーズ
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ドライバのインストール (Windows	7	編 )
C:¥yKUSBTMC というフォルダにドライバの圧縮ファイルを解凍し、PC と本体を USB 接続した場合のインストー
ル手順について説明します。

1.  PC を起動します。

2.  PC にドライバの圧縮ファイルをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍します。

 ここでは、 C:¥yKUSBTMC というフォルダに圧縮ファイルを解凍します。

3.  USB ケーブルで PC と本体を接続します。本体の電源を入れます。

 PC が本体を認識すると、PC に以下のメッセージが表示されます。

 インストールウイザードが起動しないので、手動でドライバをインストールします。
 

    

    

4.  スタートメニューからコントロールパネル > システムとセキュリティ > システム > デバイスマ
ネージャーを開きます。[ ほかのデバイス ] から [DL]( 本体の USB の設定が「TMC」の場合 ) または
[TESTMEASURE]( 設定が「TMC&Mass Storage」の場合 ) を右クリックして「ドライバーソフトウエアの
更新」を選択します。

 

    

5  [コンピューターを参照してドライバーソフトウエアを検索します ] をクリックします。
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6.  [参照 ] から、C:¥ yKUSBTMC を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

    

7.  「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

    

 ドライバのインストールが開始されます。

8.  インストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。[完了 ] をクリックします。
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ドライバのインストール (Windows	Vista	編 )
C:¥yKUSBTMC というフォルダにドライバの圧縮ファイルを解凍し、PC と本体を USB 接続した場合のインストー
ル手順について説明します。
(Windows Vista Service Pack 2 の PC にインストールするときの画像を使用しています。)

1.  PC を起動します。

2.  PC にドライバの圧縮ファイルをダウンロードし、圧縮ファイルを解凍します。

 ここでは、 C:\yKUSBTMC というフォルダに圧縮ファイルを解凍します。

3.  USB ケーブルで PC と本体を接続します。本体の電源を入れます。

 PC が本体を認識すると、インストールウィザードが起動され、次のダイアログボックスが表示されます。

 [ ドライバソフトウェアを検索してインストールします ] をクリックします。

    

4.  [続行 ] をクリックします。

    

5.  [オンラインで検索しません ] をクリックします。
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6.  [ディスクはありません。他の方法を試します ] をクリックします。

    

7.  [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します ] をクリックします。

    

8.  [参照 ] から、C:¥ yKUSBTMC を指定し、[次へ ] をクリックします。
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9.  [このドライバソフトウェアをインストールします ] をクリックします。

    

 インストールが開始されます。

10.  インストールが完了すると、次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。
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ドライバのインストール (Windows	XP 編 )
C:¥yKUSBTMC というフォルダに USB ドライバ「yKUSBTMC」の圧縮ファイルを解凍し、PC と本体を USB 接続
した場合のインストール手順について説明します。
あらかじめ、C:¥yKUSBTMC というフォルダに USB ドライバを解凍しておいてください。
(Windows XP Service Pack 3 の PC にインストールするときの画像を使用しています。)

1.  PC と本体の電源を入れます。

2.  USB ケーブルで PC と本体を接続します。PC が本体を認識すると、以下のようなメッセージが表示され
ます。

    

3.  しばらくするとインストールウィザードが起動し、以下のダイアログボックスが表示されます。

 [いいえ、今回は接続しません ] を選択し、[次へ ] をクリックします。

    

4.  [一覧または特定の場所からインストールする ] を選択し、[次へ ] をクリックします。

    

5.  [次の場所を含める ] を選択します。

 [参照 ] から、C:¥yKUSBTMC を指定し、[次へ ] をクリックします。インストールが開始されます。
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 「デバイスドライバの選択」ダイアログボックスが表示された場合は，本体に合わせてドライバを選択し、
[次へ ] をクリックします。

    

 [参照 ] から、C:¥yKUSBTMC を指定し、[OK] をクリックします。

    

 ドライバがインストールされます。

5.  インストールが完了すると、次のダイアログボックスが表示されます。[完了 ] をクリックします。

    


