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本書の画面イメージは、マイクロソフトの許諾を得て使用しています。

【本製品廃棄上のご注意】
本製品を廃棄される場合は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と廃棄処理委託契約を締結し、廃棄処理を委
託してください。

 本書の記載内容は、２０２１年 ３月  現在のものです。

 本書の記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

はじめに

本書は、シミュレーションソフト DTPS のトライアル版のインストール方法についての説明しています。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
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1. インストール方法

ここでは、インストールから起動までを説明します。

1.1  ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。

ZIP ファイル内には、以下の 2 つのファイルが格納されています。

● DTPS3 Trial Jpn.msi

● setup.exe

1.2  解凍したファイルの「Setup.exe」をダブルクリックすると、

インストール画面が表示されます。

< 注 記 >

以下のような画面が表示される場合があります。問題はありませんので「詳細情報」をクリックし、「実行」ボ
タンを押します。

注 記

トライアル版以外の DTPS が既にインストールされている場合、トライアル版のインストールを行う前に必

ず、インストールされている DTPS をアンインストールして下さい。

なお、トライアル版をインストールすると、DTPS の設備環境は強制的にトライアル版のものになります。

もし以前 DTPS をお使いになった事がある場合、トライアル版のインストールで以前に設定していた設備は

一時的に見えなくなります。以前に設定されていた設備は PC 上に残っており、トライアル版をアンインス

トールすると見えるようになりますので、ご安心下さい。
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インストール方法
1.3  「次へ」を押します。

1.4   ライセンス許諾が表示されます。内容を確認頂き、

同意頂ける場合は、「同意する」を選択し、「次へ」を押します。

< 注 記 >

使用許諾に同意頂けない場合は、インストールを続行することはできません。
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1.5  ユーザ情報を入力し、「次へ」を押します。 

1.6  三次元描画に使用する OpenGL のバージョンを選択し、

「次へ」を押します。

通常は、OpenGL 2.0 を選択して下さい。グラフィックカードとの相性などにより、表示がうまくできない場

合があります。 その場合には、OpenGL 1.1 をお使い下さい。表示が改善することがあります。
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インストール方法
1.7  インストール先のフォルダを指定し、「次へ」を押します。

特別な理由がない限り、インストール先フォルダの変更を行う必要はありません。

< 注 記 >

この画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。その間、画面が消えたままとなる場合があります
が、そのままでお待ち下さい。

1.8  以上で、インストール準備がすべて整いました。
「次へ」を押すとインストールが開始されます。 
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1.9  「ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」を押して処理
を続行します。

< 注 記 >

「いいえ」を選択した場合、インストールは中断されます。

 

1.10  インストールの進行状況が表示されます。インストール完了までお待ち
下さい。 
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インストール方法
1.11  インストール中に、何らかのエラーが発生する場合があります。

エラーが発生した場合でも、インストール後の起動はできる場合があります。

エラーの内容を書き留め、「OK」を押します。

 

1.12  インストールの完了画面が表示されましたら、「閉じる」を押します。

インストールはこれで完了です。

 

1.13  DTPS を起動します。

スタートメニューの「Panasonic Robot PC ツール」内の「PC ツールソフト」を選択します。

1.14  起動時に必要な情報の収集が行われる場合があります。

何らかの理由で記憶情報に欠損が生じた場合、以下のような画面が表示され、情報が収集される場合がありま
す。正常な動作ですので、処理が終わるまでお待ち下さい。
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1.15  DTPS を起動するための PC ツール画面が起動します。
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アンインストール方法
2. アンインストール方法

2.1  スタートメニューから「設定」を選択します。

2.2  「アプリ」を選択します。

 

2.3  アプリと機能の画面で「Panasonic PC ツールソフト (DTPS Trial パッ

ケージ )」を選択し、「アンインストール」を選択します。 
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2.4  「アンインストール」を選択します。 

2.5  アンインストールが開始されます。

 

PC ツールや DTPS が起動されていると、以下のような画面が表示されます。

起動している PC ツールや DTPS を終了させ、「アプリケーションを終了しない」を選択して「OK」を押しま

す。 
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アンインストール方法
2.6  ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合、はい」を押して処理を
続行します。

< 注 記 >

「いいえ」を選択した場合、アンインストールは中断されます。

 

2.7  アンインストールが実行されます。

 

2.8  画面が消えれば、アンインストール完了です。

 

 

WMA244MJ0ZAA00 13



14 WMA244MJ0ZAA00



15WMA244MJ0ZAA00



パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社
〒 571-8502　大阪府門真市松葉町 2 番 7 号

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd.  Printed in Japan

WMA244MJ0ZAA00

2021


	はじめに
	1. インストール方法
	1.1 ダウンロードしたZIPファイルを解凍します。
	1.2 解凍したファイルの「Setup.exe」をダブルクリックすると、 インストール画面が表示されます。
	1.3 「次へ」を押します。
	1.4 ライセンス許諾が表示されます。内容を確認頂き、 同意頂ける場合は、「同意する」を選択し、「次へ」を押します。
	1.5 ユーザ情報を入力し、「次へ」を押します。
	1.6 三次元描画に使用するOpenGLのバージョンを選択し、 「次へ」を押します。
	1.7 インストール先のフォルダを指定し、「次へ」を押します。
	1.8 以上で、インストール準備がすべて整いました。 「次へ」を押すとインストールが開始されます。
	1.9 「ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」を押して処理 を続行します。
	1.10 インストールの進行状況が表示されます。インストール完了までお待ち 下さい。
	1.11 インストール中に、何らかのエラーが発生する場合があります。
	1.12 インストールの完了画面が表示されましたら、「閉じる」を押します。
	1.13 DTPSを起動します。
	1.14 起動時に必要な情報の収取が行われる場合があります。
	1.15 DTPSを起動するためのPCツール画面が起動します。

	2. アンインストール方法
	2.1 スタートメニューから「設定」を選択します。
	2.2 「アプリ」を選択します。
	2.3 アプリと機能の画面で「Panasonic PCツールソフト (DTPS Trial パッ ケージ)」を選択し、「アンインストール」を選択します。
	2.4 「アンインストール」を選択します。
	2.5 アンインストールが開始されます。
	2.6 ユーザアカウント制御」の画面が表示された場合、はい」を押して処理を 続行します。
	2.7 アンインストールが実行されます。
	2.8 画面が消えれば、アンインストール完了です。


