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FiberChekPRO のインストール

最低限必要なシステム
・ デスクトップまたはノート PC   CPU1.0 GHz 以上
・ Windows® XP®, Vista®, 又は Windows7® オペレーティング
システム

・ 最低 50 MB のインストール可能なディスク領域
・ １つの USB 2.0 ポート
・ ２GB 以上のメモリが搭載されていること
・ Microsoft DirectX 9* が動作すること
・ NET Framework 3.5 SP1*  がインストールされていること

* 注： こ れ ら が PC に イ ン ス ト ー ル さ れ て い な い 場 合、
FiberChekPRO のインストーラは、自動的に検出してインス
トールを行います。（インターネット接続が必要です）

ソフトウェアとドライバのインストール

　	 		警告！  対象の USB 製品を PC に接続しない状態でインストールを開始して下さい。

　１.　インストーラーの起動
 FiberChekPRO の CD をセットするか、または Web から
 ダウンロードしたアーカイブを解凍したフォルダ内
 "FiberChekPRO  Ver 1.x  Web" にある「setup.exe」を
 起動して下さい。

 インストーラが起動しますと、
 Welcome to the FiberChekPRO Setup Wizard 
 （FiberChek PRO のセットアップ開始ウイザード）と
 表示されます。
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 ランセンス承認 (License Agreement) のウインドウが
 表示されます。
 I accept the agreement.  ( ライセンスを承認する）
 を選択して、Next （次へ）

 FiberChek2 のインストール先フォルダの設定です。
 通常 C ドライブの Program Files フォルダにインストー
 ルされます。
 「Next」をクリックして下さい。

 追加インストールするコンポーネントを選択します。
 
 ※ PDF-PseudoPrinter は FiberChekPRO
 　ソフトウェア上で判定レポートを PDF 形式で保存す 
 　るために必要です。

 「Next」をクリックして下さい。

   
古いバージョンの FiberChek PRO を完全アンインス
トールしていない場合や、FiberChek2 ver1.16 以降
のソフトウェアがインストールされている PC では、
PDF 化するプログラムが共通であるため、インストー
ル済みと判断されてコンポーネントが表示されない場
合があります。
万が一、使用できない場合がある可能性がありますの
で、PDF-PseudoPrinter のアンインストール方法（42
ページ）を参考にアンインストールを行って下さい。
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 次はショートカットの追加先設定です。

 デスクトップ上に FiberChekPRO のショートカット・ 
 アイコンを追加する場合は、「Create a desctop icon」 
 のチェックを入れます。

 クイックランチャーにも同じくショートカット・アイ
 コンを追加する場合には、「Create a Quick Launch icon」
 のチェックを入れて下さい。

  「Next」をクリックして下さい。

 インストールする内容の確認ウインドウが表示されま 
 す。
  ・インストール先フォルダ設定
  ・追加コンポーネントの選択
  ・ショートカットの作成場所

 上記３つのオプション設定をやり直したい場合は
 「Back] を何度かクリックして設定し直して下さい。

 全てよろしければ「Install」をクリックして下さい。

 ソフトウェアのコピーがスタートします。
 数十秒～ 1 分後に緑色の進捗バーが右端で停止したま
 ま、別のウインドウが起動します。

 JDSU 製のデバイスドライバのインストールが始まりま
 す。 「Welcome to the Device Driver Instlation Wizard」
 「次へ」をクリックして下さい。

 ※ Windows のバージョンによっては Next ボタンであ
 　る場合があります。

　　 このインストーラでは次のドライバがインストールされ
 準備完了となります。

　　・Atmel Corporation （libusb)　・ ueye-boot
    　　   ・FTDI COM Driver Package （ x2)     ・JDSU
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 この画像のように、「ドライバ ソフトウェアの発行元を
 検証できません」という内容の赤い警告画面が表示され
 ます。 Windows Vista や XP の場合、安全性が不明であ
 るという表現の場合がありますが、問題ではありません
 ので、インストールを行う方を選択して下さい。

 「このドライバソフトウェアをインストールします」を
 選択する。

 デバイスドライバがインストールされます。
 （ファイルのコピー中を示す画像が表示されます）

 

 デバイスドライバのインストールが完了し、使用する
 準備ができたことが表示されます。(Ready to use)

 完了をクリックして下さい。

 続けて 2 回～５回のデバイスドライバのインストール
 が繰り返されます。
 全て同じ手順で最後に完了をクリックして下さい。
　　  

 Adobe PDF をプログラム内でも利用するため、Reader
 をインストールを促す情報ウインドウが表示されます。

 「OK」をクリックして下さい。
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 FiberChekPRO のリリースノートが表示されます。
 この内容については、一部省略または加筆修正したも
 のを次ページに記述してあります。
 
 Next をクリックして下さい。

 追加コンポーネントにより、最後の完了画面は (1) また
 は (2) または (3) のいずれかの表示となります。
 
 (1) PDF-Pseudo Printer をインストールした場合は PC
 　 の再起動が必要となるため、完了と共に PC のリス
 　 タートを実行できます。

・ Yes ...   （すぐにリスタートする場合）
・ No, ...   （リスタートを後で行う場合）

いずれかを選択して 「Finish」をクリックして下さい。

 (2) 追加コンポーネント (PDF-PSeudo) のインストール
 　  をしなかった場合と Adobe Reader のインストー
 　  ルが検出できない WindowsVista または７の場合に 
 　  促す画面となりますが、ここで示されている
       URL は英語ページであるため、チェックを外して
 　  「Finish」( 完了）することをお勧めします。

 (3) 上記のいずれでもない場合または WindowsXP の場
 　  合は、単に Users Guide（英語版）を開いて終了の
 　  ウインドウが表示されます。

  宜しければチェックを外してから、
 　  Finish を押して下さい。

 　  次にハードウェアのセットアップを行います。
  14 ページに続きます。

 
次ページより、リリースノートの内容を和訳した文章を表示します。重要な事が書かれている場
合がありますので一度は目を通して下さい。




