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U S B ッセ プッアト

ルマ ニ ュ ア

USB シリアルコンバータはインストールが必要です。

製品ご使用の前に必ずお読みください。

Windows Vista/XP/2000/98/NT/Me に対応するドライバは弊社ホームページ
にてご提供しております。なおインストール、設定方法についてはサポー
ト対象外となりますのでご了承ください。

https://www.diatrend.com/download/driver.htm

【ドライバについて】

【ドライバのダウンロードはこちら】

※ Windows Vista/XP にはインストールできません。

※ Windows 2000/98/NT/Me にインストールすると
　 USB ドライバに重大な問題が生じます！

Windows Vista/XP/2000/98/NT/Me への

ご使用禁止

お読みください

本書はダイヤトレンドの USB シリアルコンバータのセットアップ方法に関
するマニュアルです。本書の説明にしたがってインストール、設定を行って
ください。
ドライバを一度インストールするとアンインストールしない限り本製品を接
続しただけで自動的に認識します。
マニュアルを簡略化するため、USB シリアルコンバータ「DIFC-U4M2」の
スナップショットを使用しています。実際の操作ではご使用の USB シリア
ルコンバータの製品名が表示されます。
※「DIFC-U4M2」は「DIFC-U4M」と認識されます。
※パネル取り付けタイプ「DQ-SU2・DFX0-SU4・DGOT-SU2・DINV-SU4・
　DQ-PU2・DFX0-PU4・DGOT-PU2・DINV-PU4」の 8 機種は各々「DQ-U2・
　DFX0-U4・DGOT-U2・DINV-U4」と認識されます。
※「DIFC-U2V」は「DIFC-U2」と認識されます。
※メモリ機能内蔵「DQ-U2M/1G・DFX0-U4M/1G・DGOT-U2M/1G・　　　　
　DINV-U4M/1G」の 4 機種は各々「DQ-U2・DFX0-U4・DGOT-U2・DINV-U4」
　と認識されます。
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セットアップの流れ

ドライバを
インストールする

STEP1
COM ポート番号を
確認する

STEP2
ソフトウェアで
COM ポート番号を設定する

STEP3

Windows のハードウェア・ソフトウェアの使用環境によりうまく動作しない場
合、ドライバをバージョンアップさせることで解決できることがございます。
最新版ドライバ情報の詳細は弊社ホームページをご確認ください。
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 e-mail　info@diatrend.co.jp

商品購入に関するお問い合わせ   　　大阪（06）7777-9339　
  　　　　　　　　　　　　　 　　　東京（03）4589-8002
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パソコンの OS をご確認の上、該当ページをご参照ください。
※本書では「DIFC-U4M2」のセットアップ手順を説明しています。
　ご使用の USB シリアルコンバータの製品名に置き換えてお読み
　ください。

弊社ホームページから製品ドライバをダウンロードし、保存してく
ださい。保存したデータを展開してください。
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Windows Vista/XP/2000/98/NT/Me をご使用のお客様へ

インターネット接続できる環境の場合、ケーブルをパソコンの
USB ポートに差し込むと自動的にダウンロードされインストール
が完了します。

Windows 11/10/8.1 搭載パソコンをご使用のお客様へ
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●インターネット接続有りの場合

　インターネットより自動的にドライバをダウンロードし、インストールされ
　ます。

●インターネット接続無しの場合

２．COM ポート番号は自動的に割り付けられます。割り付けられた COM ポ
　　ート番号を確認するには P. ４の「COM ポート番号の確認」をご参照くだ
　　さい。

１．パソコンを起動し、DIFC-U4M2
　　をパソコンの USB ポートに差
　　し込んでください。 「デバイス
　　をインストールしています」－
　　「DTC DIFC-U4M をインストー
　　ルしています」と表示され、イ
　　ンストールは終了です。

１．DIFC-U4M2 をパソコンの USB ポートに差し込んでください。

３．「 ほ か の デ バ イ ス 」 の「DTC 
DIFC-U4M」上で右クリックし、

「ドライバ－ソフトウェアの更
新」をクリックしてください。

４．「どのような方法でドライバー
ソ フ ト ウ ェ ア を 検 索 し ま す
か？」では「コンピュータ－を
参照してドライバーソフトウェ
アを検索します」をクリックし
ます。

製品名が表示されます

２．スタートボタン上にマウスカー
ソルを合わせて右クリックし、
表示されたメニューの「デバイ
スマネージャー」をクリックし、

「デバイスマネージャー」を起
動します。

「コンピューター上のドライ
バーソフトウェアを参照しま
す。」では「参照」をクリック
し「DTCDriver_v21202」（ 展 開
したフォルダ）－「Win7-8-10-
11」を選択します。「サブフォ
ルダ－も検索する」にチェック
が入っていることを確認し「次
へ」をクリックします。

５．

６．「ドライバ－ソフトウェアが正
常に更新されました。」と表示
されましたら「閉じる」をクリッ
クします。

７．引き続きデバイスマネージャー
の「ほかのデバイス」の「USB 
Serial Port」上で右クリックし

「ドライバ－ソフトウェアの更
新」をクリックします。

８．「どのような方法でドライバー
ソ フ ト ウ ェ ア を 検 索 し ま す
か？」では「コンピュータ－を
参照してドライバーソフトウェ
アを検索します」をクリックし
ます。

10．「ドライバーソフトウェアが正
常に更新されました。」と表示
されましたら「閉じる」をクリッ
クしインストールは終了です。

続いて USB Serial Port を

インストールします

９．

２
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　　※キーボードをご使用の場合は、
　　　「Windows」キーを押しながら
　　　「X」キーを押すとメニューが
　　　表示されます。

     COM ポート番号の確認    P. ４

     COM ポート番号の確認    P. ４

11．インストールが終了しましたら COM ポート番号は自動的に割り付けられ
　　ます。割り付けられた COM ポート番号を確認するには、P. ４の「 COM
　　ポート番号の確認」をご参照ください。

「コンピューター上のドライ
バーソフトウェアを参照しま
す。」では「参照」をクリック
し「DTCDriver_v21202」（ 展 開
したフォルダ）－「Win7-8-10-
11」を選択します。「サブフォ
ルダ－も検索する」にチェック
が入っていることを確認し「次
へ」をクリックします。

ドライバのインストール

【注意】過去に弊社 USB シリアルコン

　　　 バータドライバをインストー

　　　 ルしたことがある場合は「DTC 

　　　 DIFC-U4M 」は「ほかのデバイス」

　　　 に表示されず、「ポート（COM

　　　 と LPT）」に表示されます。

　　　 その場合は自動でインストール

　　　 される為、P. ４の「 COM ポー

　　　 ト番号の確認」へお進みくださ

　　　 い。
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Windows 7

４．「どのような方法でドライバー
ソ フ ト ウ ェ ア を 検 索 し ま す
か？」では「コンピュータ－を
参照してドライバーソフトウェ
アを検索します」をクリックし
ます。

６．「ドライバ－ソフトウェアが正
常に更新されました。」と表示
されましたら「閉じる」をクリッ
クします。

７．引き続きデバイスマネージャー
の「ほかのデバイス」の「USB 
Serial Port」上で右クリックし

「ドライバ－ソフトウェアの更
新」をクリックします。

５．「コンピューター上のドライ
バーソフトウェアを参照しま
す。」では「参照」をクリック
し「DTCDriver_v21202」（ 展 開
したフォルダ）－「Win7-8-10-
11」を選択します。「サブフォ
ルダ－も検索する」にチェック
が入っていることを確認し「次
へ」をクリックします。

１．DIFC-U4M2 をパソコンの USB ポートに差し込んでください。タスクバー
　　のステイタス領域に「デバイス ドライバー ソフトウェアは正しくインス
　　トールされませんでした。」と表示されます。

３．「 ほ か の デ バ イ ス 」 の「DTC 
DIFC-U4M」上で右クリックし、

「ドライバ－ソフトウェアの更
新」をクリックしてください。

２．「コンピューター」－「システムのプロパティ」－「デバイスマネージャ
　　ー」をクリックし、「デバイスマネージャー」を起動します。

製品名が表示されます

８．「どのような方法でドライバー
ソ フ ト ウ ェ ア を 検 索 し ま す
か？」では「コンピュータ－を
参照してドライバーソフトウェ
アを検索します」をクリックし
ます。

10．「ドライバーソフトウェアが正
常に更新されました。」と表示
されましたら「閉じる」をクリッ
クしインストールは終了です。

続いて USB Serial Port を

インストールします

３

     COM ポート番号の確認    P. ４

11．インストールが終了しましたら COM ポート番号は自動的に割り付けられ
　　ます。割り付けられた COM ポート番号を確認するには、P. ４の「 COM
　　ポート番号の確認」をご参照ください。

９．

C:\DTCDriver_v21202\Win7-8-10-11

「コンピューター上のドライ
バーソフトウェアを参照しま
す。」では「参照」をクリック
し「DTCDriver_v21202」（ 展 開
したフォルダ）－「Win7-8-10-
11」を選択します。「サブフォ
ルダ－も検索する」にチェック
が入っていることを確認し「次
へ」をクリックします。

ドライバのインストール

【注意】過去に弊社 USB シリアルコン

　　　  バータドライバをインストー

　　　  ルしたことがある場合は「DTC 

　　　  DIFC-U4M 」は「ほかのデバイ

　　　 ス」に表示されず、「ポート（COM

　　　 と LPT）」に表示されます。

　　　 その場合は自動でインストール

　　　 される為、P. ４の「 COM ポー

　　　 ト番号の確認」へお進みくださ

　　　 い。

C:\DTCDriver_v21202\Win7-8-10-11
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DTC DIFC-U4M USB Serial Port （COM3）DTC DIFC-U4M USB Serial Port （COM3）

１．「コンピューター」－「システムのプロパティ」をクリックし「デバイス
　　マネージャー」を起動します。「ポート（COM と LPT）」の中に「DTC
　　DIFC-U4M USB Serial Port（COM □）」と表示されます。

２．デバイスマネージャ－を閉じてください。ご利用になるプログラムの通信
　　設定で確認した COM ポート番号を選択し、通信してください。

（例）右図では、「ポート（COM
と LPT）」 の 中 に「DTC 
DIFC-U4M USB Serial Port

（COM3）」と表示されて
いますので COM ポート
番号は、3 番となります。

Windows 7

１．スタートボタン上にマウスカーソルを合わせて右クリックし、表示された
メニューの「デバイスマネージャー」をクリックします。「ポート（COM
と LPT）」の中に「DTC DIFC-U4M US Serial Port（COM □）」と表示されます。

　　※キーボードをご使用の場合は、「Windows」キーを押しながら「X」キー
　　　を押すとメニューが表示されます。

（例）右図では、「ポート（COM
と LPT）」 の 中 に「DTC 
DIFC-U4M USB Serial Port

（COM3）」と表示されて
いますので COM ポート
番号は、3 番となります。
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２．デバイスマネージャ－を閉じてください。ご利用になるプログラムの通信
　　設定で確認した COM ポート番号を選択し、通信してください。

自動的に割り付けられた COM ポート番号を確認します。

次のように操作してください。

４

COM ポート番号の確認

２．「シリアル」を選択しダブルク
リックします。

ソフトウェアでの COM ポート設定

三菱電機製ソフトウェア GX Developer での COM ポート設定

１．「オンライン」－「接続先指定」をクリックします。

５．「OK」をクリックします。

ここでは、三菱電機製ソフトウェア GX Developer での設定方法について
説明します。

※他のソフトウェアでの設定については、各ソフトウェアのマニュアルを
　ご参照ください。

COM ポート番号は、ドライバのインストールが正常に完了するとデバイ
スマネージャーに表示されます。確認方法は、「COM ポート番号の確認」
をご参照ください。
COM ポート番号の確認後、ご使用のソフトで COM ポートの設定を行い、
FA 機器と通信してください。

３．「パソコン側 I/F シリアル詳細
設定」が起動しますので、デバ
イスマネージャーで確認した
COM ポート番号を設定し「OK」
をクリックします。

　　（右図では COM3）

４．設定すると COM ポート番号が
「COM3」と表示されます。

以上で読み出し・書き込み・モニタ等の通信が可能です。

【注意】弊社製品は全て異なるシリアル番号を持っています。そのため、USB
　　　 シリアルコンバータケーブルを複数本お持ちの方は各ケーブルを初め
　　　 て接続する際、異なる COM 番号が割り振られます。
　　　 同じ型式のケーブルの場合でも異なる COM 番号が割り振られます。
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「VID_0A5D PID_」 と 表 示 さ れ て い な い 状 態 で「Remove 
Devices」をクリックすると「No Devices Added」が表示され
ます。「OK」をクリックし、再度表示を確認してください。

２．「DTCDriver_v21202」（展開したフォルダ）－「CDMUninstaller_v1.4」－
　　「CDMUninstallerGUI.exe」をダブルクリックし「CDM Uninstaller」を起動
　　してください。

３．「CDM Uninstaller」で
　　「Vendor ID」に半角大文字で　

「0A5D」と入力、「Product ID」
　　は空欄にした状態で「Add」を

クリックしてください。

４．枠内に「VID_0A5D PID_」と
　　表示されていることを確認し、

「Remove Devices」をクリック
してください。

５．「Remove Successful」と表示さ
れましたら「OK」をクリック
してください。

６．「CDM Uninstaller」 で「Cancel」
をクリックしアンインストール
は終了です。

「Generate uninstall log file」に
チェックを入れた状態でアンイン
ストールを行うと、アンインス
トールのログファイルを作成する
ことが可能です。

【ログファイル作成機能】

５

１.　弊社ホームページから製品ドライバをダウンロードし、保存してくだ
さい。保存したデータを展開してください。

インストールが中断・失敗等した場合は、アンインストールを行い、

最初からインストールし直してください。

Windows 11/10/ 8.1/ 8/ 7

ドライバのアンインストール


