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製品登録のご案内　
ご購入いただいた製品情報の確認や関連資料のダウンロード、メールニュースなど
の様々なサービスをご利用いただけます。
会員サイト

https://myportal.yokogawa.com/
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はじめに　
このたびは、ディジタル指示調節計 UTAdvanced シリーズおよび LL50A パラメー
タ設定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。
このマニュアルは、LL50A のインストール / アンインストールについて説明したも
のです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
LL50A パラメータ設定ソフトウェアの機能や操作方法については、LL50A パラメー
タ設定ソフトウェアユーザーズマニュアルをご覧ください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。
なお、LL50A と関連するマニュアルや各機能別の詳細については、電子マニュアル
をご覧ください。最新版の電子マニュアルは、次のサイトからダウンロードできま
す。

https://www.yokogawa.co.jp/ns/ut/im/

■梱包内容の確認
製品をご使用になる前に、形名・仕様コード表に基づき ､ご注文の形名コードと一
致した製品が納入されていることをご確認ください。
形名・仕様コード

形　名 基本仕様 
コード 内　容

LL50A パラメータ設定ソフトウェア（ラダープログラム作成機能、プロ
ファイル作成機能付き）

-00 「-00」固定

また次のものが揃っていることをご確認ください。
・専用ケーブル	（部品番号：A1059UR）と専用アダプタ（部品番号：L3502LP）1 組
・LL50A インストールマニュアル（本書）	 1 枚（A3 サイズ）

■ソフトウェア・ドライバのダウンロード
「LL50A パラメータ設定ソフトウェア」と「USB 変換ドライバソフトウェア」を次
のURL からダウロードしてください。ダウンロードファイルは zip 形式です。

https://www.yokogawa.co.jp/ns/ll50a/download/

1.	 本機器を安全にご使用いただくために　
　

本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れがある
ことを示すとともに、その内容についてユーザーズマニュアルを参照する必要があ
ることを示します。ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに目印として、	「警
告」「注意」の用語といっしょに使用しています。

注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみ
が発生する危険があるときに、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
本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

2.	 動作環境　
●	パソコン

項目 Windows 11 *1

日本語版 / 英語版
Windows 10 *1

日本語版 / 英語版
Windows 8.1 *1

日本語版 / 英語版
エディション Pro	64bit Pro	32bit 版 /64bit 版 Pro	32bit 版 /64bit 版
Version	*1 21H2 以降 20H2 以降 Update
CPU 1GHz 以上で 2コア以上の

64bit をサポートしている
Intel プロセッサ

2GHz 以上の 32bit/64bit
をサポートしている Intel
プロセッサ ( 推奨 )

2GHz 以上の Intel プロ
セッサ ( 推奨 )

主記憶容量 (推
奨 )

8GB 以上 8GB 以上 2GB 以上

ストレージ空
き容量 ( 推奨 )

32GB 以上 32GB 以上 16GB 以上

ディスプレイ OSに対応したディスプレ
イ

OSに対応したディスプレ
イ

OSに対応したディスプレ
イ

通信ポート 専用ケーブルで通信する場合：USB ポート	1 チャネル使用
RS-485 通信の場合：RS-232C ポート	１チャネル使用
(RS-232C/RS-485 変換器が必要、推奨ML2)
Ethernet 通信の場合：10BASE-T/100BASE-TX
920	MHz 無線通信の場合：RS-232C ポート	1 チャネル使用 ( 沖電気製ユニット経
由で使用 )

周辺機器 プリンタ ( 印刷時に必要、A4サイズ )
LL50A 接続ケーブル ( 専用、ツールに付属 )
Ethernet 接続ケーブル (Ethernet 通信時に必要、10BASE-T ／ 100BASE-TX 規格
を満足するケーブル )

*1：	 Microsoft	Corporation がサポートを終了したOSについては、横河電機でもサポートを終了

します。

3.　USB ドライバをインストールする　

注意

・ 管理者権限でインストールしてください。
・ USB 変換ドライバソフトウェアをインストールする前に、現在起動

中のアプリケーションを終了させてください。
・ 再インストールする場合は、USB 変換ドライバソフトウェアをアン

インストールしてから再インストールしてください。

1. 	 Windows を起動します。
2. 	 ダウンロードしたUSB ドライバの zip ファイルを解凍します。
3. 	 “setup.exe” をダブルクリックします。
4. 	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
5. 	「セットアップへようこそ」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

6. 	「インストール準備の完了」が表示されます。「インストール」をクリック
します。

7. 	「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「インストール」をクリッ
クします。（USB デバイスドライバ）

8. 	「Windows セキュリティ」画面が表示されます。「インストール」をクリッ
クします。（Comポートドライバ）

9. 	「完了」画面が表示されます。「完了」をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

専用ケーブルをパソコンのUSB ポートに接続すると、自動的に使用可能な状態にな
ります。

■ USB ドライバのインストールの確認

1. 	 Windows	11 の場合、スタートボタンを右クリックして、表示された一覧
から「デバイスマネージャー」をクリックします。

	 Windows	10の場合、Windowsの [スタート ]－ [Windowsシステムツール ]
－ [ コントロールパネル ] － [ デバイスマネージャー ] を選択します。

	 Windows	8.1 の場合、「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表
示された一覧から「デバイスマネージャー」をクリックします。

2. 「ポート（COMと LPT）」の下に仮想 COM	ポートドライバ①「YOKOGAWA	
USB	Serial	Port(COMn)」が COMポートとして表示され、ユニバーサルシ
リアルバスコントローラ」の下にUSB デバイスドライバ②「YOKOGAWA	
USB	Serial	Converter	A1053UR」が表示されていることを確認します。

①

②

3. 専用ケーブルに割り当てられた COM	ポートの番号の確認は、デバイスマ
ネージャ（手順 3の図）の①「YOKOGAWA	USB	Serial	Port(COMn)」に表
示されるポート番号で確認することができます。

	 COMポート番号を変更する場合は、①をダブルクリックしプロパティペー
ジ画面の「ポートの設定」タグを選択し「詳細設定」をクリックします。

	 Advanced	Settings	for	COMn画面より変更できます。

■ USB ドライバのアンインストール

注意

専用ケーブルがパソコンに接続されている場合は取り外してください。

1. 	 専用ケーブルがパソコンに接続されている場合は取り外します。
2. 	 Windows	11/Windows10 の場合：
	 Windows	の [スタート ]－ [設定 ]－ [アプリ ]－ [アプリと機能 ]をクリッ

クします。

	 Windows	8.1 の場合：

	 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「プ
ログラムのアンインストール」－「プログラムと機能」をクリックします。

3. 	「YOKOGAWA	A1053UR	Installer」を選択し、「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」画面が表示される場合は「はい」をクリック
します。

5. 	「削除の確認」画面が表示されます。「はい」をクリックします。

6. 	「アンインストール完了」画面が表示されます。「完了」をクリックします。
以上でアンインストールは完了です。
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4.　LL50Aパラメータ設定ソフトウェアをインストールする　

注意

・ 管理者権限でインストールしてください。
・ Program Files フォルダ内に LL50A のユーザファイルの保存ディレク

トリを設定しないでください。LL50A が正常に動作しません。
・ LL50A ソフトウェアをインストールする前に、現在起動中のアプリ

ケーションを終了させてください。
・ インストールする際に、セットアップ先のディレクトリでは、ルート

ディレクトリ（C:¥ など）のみを指定しないでください。正しくイン
ストールできない場合があります。

・ パソコンに、.NET Framework 4.0 がインストールされていない場合
は、.NET Framework 4.0 がインストールされます。（LL50A を起動す
るためには必要です。）

・ 再インストールする場合は、LL50A ソフトウェアをアンインストー
ルしてから再インストールしてください。

■ LL50A パラメータ設定ソフトウェアのインストール

1. 	 Windows を起動します。
2. 	 ダウンロードした LL50A パラメータ設定ソフトウェアの zip ファイルを解

凍します。

3. 	 “setup.exe” をダブルクリックします。
4. 	 パソコンに .NET	Framework	4.0 がインストールされていない場合、.NET	

Framework	4.0 をインストールするために同意書が表示されます。「同意す
る」をクリックします。

5. 	 LL50A セットアップ「必要なファイルをコピーしています ･･･」が表示され、次に
「.NET	Framework	4.0 をインストールしています ･･･」が表示されます。

6. 	「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
7. 	 Microsoft	Windows の「セットアップがコンポーネントを ･･･」が表示されます。
8. 	「続行する前に再起動してください。」が表示される場合があります。	

「はい」をクリックします。

9. 	 パソコンが再起動し、LL50A セットアップウィザードが表示されます。「次
へ」をクリックします。

10. 	「ライセンス条項」が表示されます。記載内容をよくお読みいただき、同
意する場合は「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

LL50A パラメータ設定ソフトウェア使用許諾契約書

　注：「同意しない」を選択した場合、LL50A はインストールできません。同意しない場合は、「キ
ャンセル」をクリックしてください。

11. 	「インストールフォルダの選択」画面が表示されます。「すべてのユーザー」
または「このユーザーのみ」を選択し、「次へ」をクリックします。

Note
	 「すべてのユーザー」を選択してインストールした場合、他のユーザがWindows	
にログインしても [ スタートメニュー ] － [ プログラム ] から LL50A を起動でき
ます。

	 「このユーザーのみ」を選択してインストールした場合、他のユーザがWindows	
にログインしても [ スタートメニュー ] － [ プログラム ] に LL50A は表示されま
せん。

12. 	「セットアップタイプ」画面が表示されます。「すべて」を選択し、「次へ」
をクリックします。（「すべて」を選択することを推奨します。）

　注 1：「すべて」を選択し「次へ」をクリックすると手順 13 になります。

　注 2：「カスタム」を選択し「次へ」をクリックすると以下の手順になります。

	 「カスタムセットアップ」画面が表示されます。「LL50A」または「Profile」および「Setting」

の各インストール方法 *1 を選択し、「次へ」をクリックします。

　	 　*1：	 Profile：プロファイル作成ツールのインストール

	 　　　　	 Setting：パラメータ設定ソフトウェアのインストール

	 ①	「LL50A」で選択する場合は、「ローカルハードドライブにすべてインストール」
を選択してください。

	 ②	「Profile」および「Setting」で選択する場合は、「ローカルハードドライブにイン
ストール」または「インストールしない」のどちらかを選択してください。

13. 	「インストールの確認」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。
14. 	「LL50A	をインストールしています」が表示され、次に「ユーザーアカウ

ント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。

15. 	 インストールが開始され完了メッセージが表示されます。「閉じる」をク
リックします。

	 デスクトップに以下のアイコンが表示されます。

	 [Setting	Tool]		 	 [Network	Profile	Tool]	

以上で LL50A のインストールは完了です。

■ LL50A ソフトウェアのインストールの確認
Windows	11 の場合
Windows	の [ スタート ]メニュー－ [すべてのアプリ ]－ [UT	Advanced] － [Setting	
Tool]、[Network	Profile	Tool] が登録されていることを確認します。

Windows	10 の場合
Windows	の [ スタート ] メニューのアプリメニューに [UT	Advanced] － [Setting	
Tool]、[Network	Profile	Tool] が登録されていることを確認します。

Windows	８.1 の場合
Windows の [ スタートメニュー ] － [ すべてのプログラム ] － [UT	Advanced] －	
[Setting	Tool]、[Network	Profile	Tool] が登録されていることを確認します。

■ LL50A ソフトウェアのアンインストール
Windows	11/Windows	10 の場合
Windows	の [ スタート ] － [ 設定 ] － [ アプリ ] － [ アプリと機能 ] から「LL50A」
を選択しアンインストールします。

Windows	8.1 の場合
「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「プログラム
のアンインストール」をクリックします。

「プログラムと機能」が表示されるので「LL50A」を選択しアンインストールします。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。「はい」をクリックします。
LL50A がアンインストールされます。

横河電機株式会社　0422-52-6765
 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
関西支社 06-6341-1395
 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー21階）
中部支社 052-684-2004
 〒456-0053 名古屋市熱田区一番3-5-19
中国支店 082-568-7411
 〒732-0043 広島市東区東山町4-1
九州支店 092-272-0111
 〒812-0037 福岡市博多区御供所町3-21（大博通りビジネスセンター7階）
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本製品の廃棄方法について（WEEE）
廃電気電子機器指令および規則に基づき、本製品の廃棄方法につい
て説明しています。EU	WEEE 指令は EEA で、UK	WEEE 規則は UKで
有効です。
この製品はWEEE 指令マーキング要求に準拠します。ラベルは、こ
の電気電子製品を各国の一般家庭廃棄物として廃棄してはならない
ことを示します。
EEA または UK 内で製品を廃棄する場合は、お近くの横河オフィス
までご連絡ください。

認定代理人 / 輸入業者
横 河 ヨ ー ロ ッ パ（Yokogawa	Europe	B.V.	Euroweg	2,	3825	HD	Amersfoort,	The	
Netherlands）は、欧州経済領域における本製品の認定代理人であり、欧州連合及び
欧州経済領域への本製品の輸入業者です。

UKCA 市場への輸入業者
Yokogawa	United	Kingdom	Limited（Stuart	Road	Manor	Park	Runcorn,	WA7	1TR,	
United	Kingdom）は、本製品のUK市場への輸入業者です。

紙マニュアル
LL50A パラメータ設定ソフトウェア（ラダープログラム作成機能、ネットワークプ
ロファイル作成機能付き）インストールマニュアル（IM	05P05A01-01JA）

電子マニュアル
最新版ユーザーズマニュアルは、以下の URL からダウンロードして閲覧できます。
アドビシステムズ社の Adobe	Acrobat	Reader（最新版を推奨）が必要です。
URL：https://www.yokogawa.co.jp/ns/ut/im/
LL50A パラメータ設定ソフトウェア（ラダープログラム作成機能、ネットワークプ
ロファイル作成機能付き）（IM	05P05A01-02JA）

一般仕様書
LL50A パラメータ設定ソフトウェア（ラダープログラム作成機能付、ネットワーク
プロファイル作成機能付き）（GS	05P05A01-01JA）

*	 番号の下 2	桁の文字は、記載されている言語を意味します。

■	QR コード
	 YOKOGAWA製品は、機器保全・機器管理業務にお役立ていただくために、製品
にQRコードを添付して出荷します。QRコードによって、購入製品の機器仕様の
確認や、取扱説明書の参照が可能です。詳細については次のURLをご参照ください。

 https://www.yokogawa.co.jp/qr-code
	 QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。


