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 はじめに

本資料には、 のデバイスドライバのインストール手順を記載しています。

の種類（ ）ごとに説明がわかれていますので、お使いの にあったペー

ジをご覧ください。

本書の内容は製品の仕様変更などにより、加筆・修正が加えられることがあります。



 をご利用の場合

をご利用の場合、 基板によってインストールするデバイスドライバが異

なります。下図のように、アーテックロボ用カバー台座の裏面に刻印「 」がある場合、

を参照してください。

アーテックロボ用カバー台座の裏面に刻印「 」がない場合、または基板単体の場合、

を参照してください。

 自動インストール

ご使用の が のいずれかで、インターネットに接続している場

合、 を に接続すると自動的にデバイスドライバのインストールが始まります、

まず 基板と を ケーブルでつないでください。



 での例

での自動インストール時の処理の流れを記します。表示は異なりますが、

でも同様です。

① は、デバイスドライバが利用可能か をチェックし、デバイ

スドライバをダウンロードします。

②ダウンロードしたデバイスドライバをインストールし、インストールが正常に終了した

場合、通信ポート（ ）が使用できる通知をします。 手順 以降を実施し、

基板と の接続を確認してください。

インストール完了のメッセージが表示されず終了した場合、 デバイスドライバはイン

ストールされていません。この場合は、 の手順にそって、インストールしてください。



 手動インストール

あらかじめインストール用のファイルをダウンロードしてから、インストール操作を行っ

てください。インストール対象の がインターネットに接続されていない場合は、インタ

ーネットに接続された で必要ファイルをダウンロードしていただき、 メモリなど

で対象の にコピーしてください。

 ダウンロード

① 下記 の「 デバイスドライバ ダウンロード」ページにアクセスします。

② 表示されたページ（下図）で、ご使用の基板に対応した デバイスドライバをダウ

ンロードします。

以降、簡単のため「台座裏面に刻印「 」がある方」ボタン（上図の左ボタン）で

ダウンロードしたデバイスドライバを「 用デバイスドライバ」、もう一方のボタン（上

図の右ボタン）でダウンロードしたデバイスドライバを「 用デバイスドライバ」と

します。

 インストール

に、 用デバイスドライバのインストール手順、 に、 用デバイスドライ

バのインストール手順を記します。

 GS 用デバイスドライバのインストール 

① ダウンロードしたファイル「 」で右クリックし、表示されたメニューか

ら「すべて展開 」を選び、展開先を選んで展開を実行してください。

https://www.artec-kk.co.jp/studuino/ja/select3.php


② 展開先のフォルダに以下のファイルが表示されます。

※ の設定によっては、拡張子（ 、 ）が表示されない場合があります。

「 」をダブルクリックした場合でも上記のファイルが表示されますが、

その状態ではインストールを進めることができません。必ず右クリックし、表示され

たメニューから「すべて展開 」を選んで展開を行ってください。

③ をダブルクリックし、手順に従ってインストールを進めます。

既にデバイスドライバがインストールされ

ている場合、セットアップウィンドウの代

わりに右図のウィンドウが表示されます。

「 」を選択し、「 」ボタンをク

リックして、一度デバイスドライバを削除

して、再度③を実施してください。

セットアップウィンドウが表示されます。 

「Next」ボタンをクリックします。 

ドライバのインストールが実行されます。 

インストール完了が通知されます。 

「Finish」ボタンをクリックします。 



 TA 用デバイスドライバのインストール 

① ダウンロードしたファイル「 」で右クリックし、表示されたメニュー

から「すべて展開 」を選び、展開先を選んで展開を実行してください。

② 展開先のフォルダに以下のファイルが表示されます。

※ の設定によっては、拡張子（ 、 ）が表示されない場合があります。

「 」をダブルクリックした場合でも上記のファイルが表示されますが、

その状態ではインストールを進めることができません。必ず右クリックし、表示され

たメニューから「すべて展開 」を選んで展開を行ってください。

③ をダブルクリックし、手順に従ってインストールを進めます。

セットアップウィンドウが表示されます。 

「次へ」ボタンをクリックします。 

ドライバのインストールが実行されます。 

インストール完了が通知されます。 

「完了」ボタンをクリックします。 



既にデバイスドライバがインストー

ルされている場合、セットアップウ

ィンドウの代わりに、右図のウィン

ドウが表示されます。「削除」を選択

し、「次へ」ボタンをクリックして、

一度デバイスドライバを削除して、

再度③を実施してください。

 基板と の接続確認

基板と が通信できる状態であることを確認します。

① 基板と を ケーブルで接続します。

② スタートボタン上で右クリックしてデバイスマネージャーを選択し、デバイスマネー

ジャーのウィンドウで「ポート（ と ）」をダブルクリックします。



③ 「 」または「

」が確認できた場合、 と 基板が通信できます（

の後の数字は環境によって変わります）。

「

」と表示されている場合は、手順 に進んでください。

④ 「

」の文字上で右クリックして、表示されるコンテキストメニューか

ら「ドライバーの更新」を選択します。

⑤ 「コンピューターを参照してドライバーを検索」をクリックします。

基板と通信できます

手順 に進んでください

基板と通信できます



⑥ 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリックしま

す。

⑦ モデルの一覧にある「 バージョン」以降の数字に着

目して、 の項目を選択して（※ ）、「次へ」をクリックします。

※ ：モデルの一覧に「 」だけでバージョンが表示さ

れず、他に選択できない場合、次の手順でデバイスドラバを選択してください（次の

ページの図を参考にして下さい）。



① 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックボックスのチェックを外します。

② 左側の製造元の欄で、「 」を選択します。

③ 右側のモデルの欄で、一番下まで移動して、接頭語「

」が複数ある場合は、その中の一番上の項目を選択して、「次へ」ボタンをク

リックしてください。

⑧ 更新後、「 」が確認できれば、 と

基板が通信できます（ の後の数字は環境によって変わります）。

①

②

③



 をご利用の場合

をご利用の場合のインストール方法は、「手動インストール」のみとなります。

 手動インストール

あらかじめインストール用のファイルをダウンロードしてから、インストール操作を行っ

てください。インストール対象の がインターネットに接続されていない場合は、インタ

ーネットに接続された で必要ファイルをダウンロードしていただき、 メモリなど

で対象の にコピーしてください。

 ダウンロード

① サイト「 」にアクセスします。

② 表示されたページの「ソフトウェアダウンロード」メニューから「 」をお選び

ください。

③ 次に表示されたページでお使いの環境をお選びください。

④ 次に表示されたページの「 デバイスドライバ」欄から、「 版ダウンロード」ボ

タンをクリックしてダウンロードしてください。

 インストール

① ダウンロードしたファイルをダブルクリックして展開し、展開されてできた

「 」をダブルクリックしてください（ファイ

ル名に含まれる数字は、バージョンアップにより変更となることがあります）。

 

  

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/


※OS X v10.8 （Mountain Lion） 以降をご使用の場合、システムのセキュリティ設

定によっては下記のメッセージが表示され、次のステップに進めません。 

 

このような場合は、control キーを押しながら

「PL2303_MacOSX_v1.6.0_20151022.pkg」をクリックし、表示されたメニューか

ら「開く」を選びます。 

 

 

下記のメッセージが表示されますので、「開く」をクリックしてください。



② インストーラーが起動しますので、下記の手順に従ってインストール作業を進めます。

 「続ける」をクリックします。



 「このコンピュータのすべてのユーザ用にインストール」を選択すると「続ける」

ボタンが有効になりますので、クリックします。

「インストール」をクリックします。



 パスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックしてください。

 確認のメッセージが表示されますので、「インストールを続ける」をクリックしま

す。



 インストールが進行します。

 インストールが完了したら「再起動」をクリックしてください。

以上で、デバイスドライバのインストールは完了です。



 をお使いの方へ

（ ）をお使いの場合、環境によっては「拡張機能がブロックされま

した」というメッセージが表示され、お使いの Mac と Studuino が接続できない場合があ

ります。 

 

これは、 （ ）で新しく導入されたセキュリティ保護機能の影響であ

り、以下の手順で解消できます。

１）「システム環境設定」を開き、「セキュリティとプライバシー」を選択してください。 

２）表示されたウインドウ（「一般」タブ）の下の方に「システムソフトウェアの読み込み

がブロックされました」というメッセージが表示されていますので、この中の開発元に

「Prolific」という言葉が含まれている項目について「許可」をクリックしてください。 

 



 お問い合わせ先

株式会社アーテック お客様相談窓口

お電話によるお問い合わせ

お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/

https://www.artec-kk.co.jp/contact/

