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4 2. 説明書について

この説明書で使用している記号の意味は次の通りです。

>

>

>

2.　　　　説明書について

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法を
ご理解ください。特に、人が傷害を負ったり、製品が損傷したりすることを
防止するため、安全上のご注意や警告は必ずお読みください。

必要な場合に参照できるように、常にこの説明書をお手元に置いてください。

この説明書は、製品とともに後任担当者に必ずお引継ぎください。

文字・記号 説明

重要情報：取扱上の注意や重要事項に関する説明です。

1.  ...
2.  ...

操作：連続する操作です。
番号に従って操作してください。

>   ... 操作：単独の操作、またはオプションの操作です。
-    ... 操作の結果を示します。
Menu ソフトウェアによりディスプレイ上に表示される文字や記号などを

表します。
[OK] 計測器上のコントロール・キーまたはプログラムにより表示される

コントロール・ボタンを表します。
... | ... メニュー内の機能/パスを示したものです。
“...” 入力値の例を示したものです。

本ソフトウェアを使用するにはWindows® オペレーティング・システムに
関する知識が必要です。



53. 仕様

3.　　　　仕様

3.1　　　　 概要

testo Comfort ソフトウェア Basic 5 は、testo 製計測器（以下「計測器」と
呼びます）で記録したデータを PC 上に読み出し、グラフで表示したり外部保存
したりするための PC 用ソフトウェアです。

PC に計測器のデータを読み込む際は、専用のシリアル・インタフェースが必要と
なります。

計測器で記録したデータには日付や時間も記録されています。

日付・時間は、PC の日付・時間を使用して自動的に設定されます。
システム管理者は、計測データの信頼性を高めるため、日付・時間の
設定が実際の日付・時間と合致しているか定期的に確認し、必要に
応じ調整してください。

3.2　　　　 システム要件

本ソフトウェアを作動させるには次の基本ソフトが必要です。

本ソフトウェアで快適に作業を進めるには、次の要件が満たされている必要が
あります。

オペレーティング・システム（OS）

ハードウェア

•　Windows® 7
•　Windows® 8、Windows® 8 Pro、Windows® 8 Enterprise
•　Windows® 8.1
•　Windows® 10

•　USB 2.0 またはそれ以上のポート
•　Internet Explorer 9.0 またはそれ以上



6 4. ファースト・ステップ

4.　　　　ファースト・ステップ

4.1　　　　 ソフトウェアのダウンロード

4.2　　　　 ソフトウェア/ドライバのインストール

1.

2.

インターネットを通じてのtesto Comfort ソフトウェア Basic 5 のダウンロードは、
testo 社のホームぺージ（www.testo.com）から自由に可能です（登録は
必要です）。

ソフトウェアの Zip ファイルを PC に保存します。

Comfort ソフトウェアのバージョン3.4 あるいは 4.0 が既にインストール
されている場合は、下記の手順に従ってインストールを行ってください。

1.  既存ソフトウェアを更新します。testo 社のホームぺージ（www.
testo.com）から自由にダウンロード可能です（登録は必要です）。

2.  Comfort ソフトウェアのバージョン 5 のインストール。

3.  アーカイブから機器リンクを削除し、Autodect により再度リンクを
行います。Comfort ソフトウェア 3.4 の取扱説明書を参照ください。

本ソフトウェアのインストールには、管理者権限が必要です。

1.

2.

3.

4.

5.

ダウンロードしたソフトウェア・プログラム Zip ファイルが入っているフォルダを
選択して Zip ファイルを解凍します。
Setup.exe ファイルをクリックして起動します。

インストール・ウィザードの指示に従い作業を進めます。

ソフトウェアのインストールを終了するには、「完了」をクリックします。

ソフトウェアのインストール完了後、PC に計測器を接続して、ドライバの
インストールを続行します。

USB ケーブルを使用して、PC に計測器を接続します。

- 接続が確立します。

- ドライバのインストールが自動的に始まります。
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4.3　　　　 ソフトウェアの起動

Comfort のユーザー・インタフェースは、PC のオペレーティング・
システムの言語で表示されます。オペレーティング・システムの言語に
対応していない場合は、英語で表示されます。

Comfort ソフトウェアを起動する

Windows プログラムメニュー

1.

>

>

>

2.

-

3.

4.

5.

-

Windows 7

「スタート」｜すべてのプログラム｜Testo｜Comfort Software 
Professional 5 をクリックします。（マウスの左ボタンをダブルクリック）

Windows 8

「スタート」｜マウス右ボタン｜検索｜検索フィールドにアプリ名を入力｜
Comfort Software Professional 5 をクリックします。（マウスの左ボタンを
ダブルクリック）

Windows 10

「スタート」｜すべてのアプリ｜Testo｜Comfort Software Professional 5 
をクリックします。（マウスの左ボタンをダブルクリック）

ユーザーアカウント制御 ウィンドウが開きます ： 「はい」をクリックします。

ユーザー名とパスワードの入力画面が開きます。

ユーザー名を入力します。

パスワードを入力します。個別のパスワードを設定していなかったら、
「testo」と入力します。

OK をクリックします。

Comfort Software Professional 5 がスタートします。

ユーザー名とパスワードについて次の点をご留意ください：
・ユーザー名とパスワードはリンクさせないでください。
・パスワードにはプローブ内のデータに不正に変更が加えられない
よう保護する役目があります。パスワードはプローブ内に保存され、
プローブ毎に個別のパスワードを設定するようにします。
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5.　　　　ソフトウェアの使用法

5.1　　　　 スタート画面

5.2　　　　 設定

Comfort ソフトウェア Basic 5 を起動すると、下記のようなスタート画面が
表示されます。

1

2

メニュー・バー（ステータス情報付き）

クイック・アクセス・ボタン（プレビュー画面付き）

計測器が何も接続されていないと、画面上には接続用画面が表示
されます。

画面上のユーザー・インタフェースは、PC のオペレーティング・シス
テムの言語で表示されます。オペレーティング・システムの言語に対応
していない場合は、英語で表示されます。

1.

2.

3.

4.

5.

-

メニューの「設定」を選択します。

言語を選択します。

「保存」をクリックします。

ソフトウェアを閉じます。

ソフトウェアを開きます。

設定言語で、ソフトウェアのユーザー・インタフェース画面が開きます。
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5.3　　　　 計測器の接続

データロガ（0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 0572 
1761-1767 など）の場合

✓

>

-

計測器を PC へ接続します。

スタート画面あるいはメニューから、計測器｜計測器の選択を選択します。

計測器が写真、型番名とともに表示されます。

1

2

3

PC へ接続されているデータロガ（0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 
0572 1761-1767 など）があると、ここに表示されます。

Comfort ソフトウェアが起動すると、必ず表示されるデータロガ（0563 1741, 
0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 0554 1778）がここに表示されます。

接続されている COM ポートを選択するためのボタンです。

1. データロガを選択して、「接続」をクリックします。

同時に複数のデータロガを選択できません。

-

-

-

メニュー・バーの左端に計測器の写真が表示されます。

「接続」と表示されていたボタンが、「切断」の表示に変わります。

計測器｜ステータスが表示されます。

ステータス・ディスプレイには各種情報が表示されますが、その表示を
変更することはできません。
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データロガ（0563 1741, 0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 
0554 1778 など）の場合

1.

2.

COM ポートを選択します。（通常は、一番大きな番号の COM ポートから
選択します。下記の「接続できなかった場合」を参照）

データロガを選択して、「接続」をクリックします。

同時に複数のデータロガを選択できません。

-

-

-

メニュー・バーの左端に計測器の写真が表示されます。

「接続」と表示されていたボタンが、「切断」の表示に変わります。

計測器｜ステータスが表示されます。

ステータス・ディスプレイには各種情報が表示されますが、その表示を
変更することはできません。

COM インタフェース番号は、USB インタフェースを常に同じUSB 
ポートに接続していたり、あるいは接続したままにしているときは、同じ
番号になります。

5. ソフトウェアの使用法

接続できなかったとき ：
1.

2.

-

3.

4.

5.

スタート｜システム・コントロール｜システムとセキュリティ｜システム｜
デバイス・マネジャーを選択します。

「接続（COM ポートと LPT）」をクリックします。

接続項目が表示されます。

COM インタフェース番号の後に「testo…」が付いている項目を探します。

選択フィールド⑶のなかの該当 COM インタフェース番号を選択します。

「接続」ボタンをクリックします。
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5.4　　　　 計測器の設定

5. ソフトウェアの使用法

✓

✓

1.

2.

 ・

計測器が testo Comfort ソフトウェア Basic 5 が入っている PC へ接続され、
メニュー・バー上に表示されていることを確認してください。計測器の接続、
9 ページを参照ください。

計測器が計測モードになっていないことを確認してください。必要に応じて、
「計測ストップ」をクリックしてください。

スタートページで 機器設定 を選択するか、メニューの 計測器｜計測器を
設定｜機器設定を選択します。

必要な設定を行います。

計測開始条件 ：

•　開始日時 ： 設定された時間になると計測を開始します。

•　計測器のキースタート ： 「Go」ボタンを3秒間以上押し続けると計測が
始まります。

•　ソフトウェアスタート ： 「計測スタート」をクリックすると計測が始まります。

•　演算式 ： 予め設定した事象が発生すると計測が始まります。各計測チャ
ネルに限度値を設定できます。設定された限定値を超えると計測が始まり、

「計測ストップ」がクリックされるまで継続します。



12

センサに接続されているチャネル番号は、機器のハウジング上に表示
されているポート番号に対応しています。
チャネル番号とセンサ・タイプの設定が正しく対応していないと、計測
値は記録されませんのでご注意ください。

5. ソフトウェアの使用法

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

計測終了条件 ：

•　メモリフル ： メモリが一杯になると計測を終了します。

•　ラップアラウンドメモリ ： メモリが一杯になると、最も古い計測値から
順番に上書きしていきます。従って、「計測ストップ」をクリックしない
限り、計測は継続していきます。

•　計測回数 ： 設定された計測回数に達すると、計測を終了します。

計測間隔 ： 計測値の保存間隔を設定します。計測間隔は表示間隔の倍数で
なければなりません。

表示間隔（Measuring interval） ： 計測値のディスプレイ表示間隔を設定
します。

計測単位 ： 計測単位は、計測値のディスプレイ表示や保存の際、計測値と
ともに表示・保存されます。

チャネル設定 ： チャネル名や上限値、下限値を入力します。

センサが接続されているときはセンサのタイプを選択します。

接続口をブランキング・プラグで閉鎖しているときは ： switched off を選択
してください。

3.

4.

5.

-

>

計測器設定タブをクリックして、計測器の設定に進みます。

計測器名（最大 15 文字）、説明書き（最大 70 または 265 文字 ： 計測器に
より文字数が異なる）などを入力し、ディスプレイ設定を行います。

「計測器へ転送」をクリックします。

これで設定は終了です。

計測開始条件が PC スタート の場合 ： 「計測スタート」をクリックします。

テンプレートを使用すると、設定データを保存でき、必要に応じてそれを呼び
出して使用できます。

テンプレート

1.

2.

テンプレート選択ボックスにテンプレート名を入力します。

「テンプレートとして保存」ボタンをクリックします。
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保存されているテンプレートの呼び出し：

データロガからのインポート

SD カードからのインポート

1.

-

2.

-

2.

3.

-

-

-

テンプレート選択ボックスに、必要なテンプレート名を入力します。

保存されているテンプレートが表示されます。

「計測器へ転送」ボタンをクリックします。

設定データがデータロガに転送されます。

計測データを保存するフォルダのアイコンをクリックします。

「インポート」をクリックします。

画面がインポート履歴タブへ変わります。

現在のインポート状態を表示するステータスバーおよび前回実行したイン
ポート処理などが表示されます。

計測データのインポートが終了すると、ディスプレイが解析画面に変わります。

5.5　　　　 計測データのインポート

✓

1.

-

計測器に計測データが保存されている、そして計測器は PC へ接続されて
いることを確認してください。

スタートページから 計測データのインポートを選択、あるいはメニューから
解析｜インポート｜計測データの読込みを選択します。

計測器名、シリアル番号、計測場所など、計測データに関する詳細が表示
されます。

✓

✓

1.

2.

計測データが SD カードにコピーされていることを確認してください。

SD カードリーダーを PC に接続します。

解析｜計測データの解析を選択します。

「ファイルを開く」をクリックします。
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3.

4.

5.

6.

-

>

SD カードを選択します。

ファイル・タイプとして SD カード（*.*）選択します。

必要な計測データ・ファイルを選択します。

「開く」をクリックします。

選択した表示形式で計測データが表示されます。

計測データを.vi2 ファイルとして保存します： 「～として保存」をクリックします。

5. ソフトウェアの使用法

5.6　　　　 計測データの解析

✓

1.

計測データがインポートされていることを確認してください。前ページの
計測データのインポート を参照ください。

メニューから 解析｜計測データの解析を選択します。

1

2

3

>

開かれているファイルのファイル名。このタブでは、計測データの編集が
行えます。

グラフ形式で表示されている計測データ。

表形式で表示されている計測データ。アラーム値を強調表示したいときは： 
「アラーム値の表示」ボタンをクリックします。

　  ボタンをクリックして、グラフ設定メニューを拡張できます。　  



155. ソフトウェアの使用法

4

5

6

7

8

計測チャネルの設定。

グラフの設定。グラフ内でマウス・ホイールを回転させると、拡大表示が
行えます。

選択した計測データを新しいレポートやクリップボードにエクスポートで
きます。

レポートの印刷またはエクスポート。

「レポートの印刷」ボタンによりレポート形式の設定が行えます。「エクス
ポート開始」ボタンを押すと、標準レポート形式で、ファイルを直接保存で
きます。

e-mail による計測データの送信 ： 「e-mail で送信」をクリックします。

PC 内に e-mail アプリケーションがインストールされている必要が
あります。

html 形式の場合、各ファイルに 50,000 の計測値がエクスポートでき
ます。xls 形式の場合、各ファイルに 65,000 の計測値がエクスポート
できます。これ以上の計測値をエクスポートする時は、CSV または 
CSV（ｍ）形式でエクスポートしてください。
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6.　　　　ヒントおよび補足情報
6.1　　　　 トラブルシューティング

エラー状態 考えられる原因と対策

計測器からの応答がありま
せん。

このエラーメッセージは、ソフトウェアが PC に
接続した計測器と通信できないとき、あるいは
計測器からの応答がないときに表示されます。

•計測器の電源がオンになっているか確認して
ください。

•ケーブルが正しく接続されているかチェックして
ください。

•計測器に正しい電流・電圧が供給されているか
チェックしてください。

•接続ケーブルが正しい COM ポートへ接続されて
いるかチェックしてください。

デバイスがソフトウェアに
接続できません。

•ソフトウェアおよび USB ドライバ testo 175-
176 をアンインストールします。

•Windows のユーザー管理者（アドミニスト
レータ）としてソフトウェアをインストールします。

名前の定義が正しくない ： 記
号、!、?、*、:、\などはロケー
ション名、フォルダ名などに
使用できません。

これらの記号を使用せずに、再度定義してく
ださい。

同じ計測器名が既に使用さ
れています ： 違う名前を選択
してください。

新しい計測器の設定を行うときは、名前が重複
しないようにご注意ください。異なる計測器に
同じ名前を付けることはできません。

ここに記述されていない問題が発生した場合は、お買い上げの販売店または
テストー社サービスセンターへご連絡ください。
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●  セールス   TEL.045-476-2288  FAX.045-476-2277
●  サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266  FAX.045-393-1863
●  ヘルプデスク  TEL.045-476-2547

ホームページ　http://www. testo. com　　eｰmail　 info@testo. co. jp
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