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新ＢＧＡＬＯＧインストール＆バージョンアップ方法 

  

・ ＢＧＡＬＯＧ使用にあたっての了解事項  

  皆さんに断りなく仕様変更がありますが、了解のうえ使用してください。  

使用している方は、自動でメーリングリストに登録させていただきます。スパム防止のため会員制（無料）

のメーリングリストで使用方法や要望等の情報交換を行っています。  

 

このマニアルはインストール用であり、最新の情報は各画面のマニアルを

ご覧になってください。 

マニアルの一覧はメイン画面のつきの場所に登録されています。 

 

 

 

 

◎ インストール方法  

  インストーラーは無くレジストリーも操作していません。  

  「BGALOG.zip」を適宜な場所に解凍し中にある「BGALOG」のフォルダーごと

「Ｃ：￥」ルートにコピーしてください。（インストール場所は固定です。

下記の「インストール先」を確認してください。）  

  ※ 注意 ※   

「BGALOG.zip」（初期インストール専用）一旦インストールを行った後は使用しません。  

時々のアップデートのためバージョンは古いものとなっていますのでインストール後バージョンアップし

てください。 

「BGALOG_VUP.zip」（バージョンアップ専用）  

違いはサンプルデータが入っていないこととアップデートに必要なファイルのみが入っている違いのみで

す。  

  

  

★ 動作可能環境  

・ ＷＩＮ7以降（ＷＩＮ１０推奨）のＯＳでﾏｲｸﾛｿﾌﾄﾈｯﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ 4.51 以降のバージョンが動作するシステム  

   （ＷＩＮ１０は標準でインストール済ですが、インストールされていない場合はマイクロソフトサイトより

自動でインストールが行われます。）  

・ Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 がインストールされていること （標準ではインストールされていません。） 

  （インストールされていない場合は後記の「ｴﾗｰ対応」項目に記載の方法でインストールしてください。）  

・ ＯＳは６４ビット、３２ビット共に動作します。  

・ ディスプレー：１９００×１０８０ドット以上（マルチ画面を推奨） 

    これ以下の場合は、使用できますが使いにくいものとなります。  

・ システムは、極力スペックの高いものを使用してください。  



・ マウスは 5ボタン以上の「戻る、進む」ボタンの有るものをお勧めします。 

３ボタンの場合はツールチップヘルプ「ツール毎に設定されているＨＥＬＰ」が確認できません。 

  

  ＷＩＮＤＯＷＳ－ＸＰ以前のバージョンでは、動作いたしません。 

  64 ﾋﾞｯﾄのマシン（ＷＩＮＤＯＷＳ－１０）で作成し 32 ﾋﾞｯﾄ、64 ﾋﾞｯﾄのいずれでも動作可能な 32 ビット版

で作成しています。  

  

  

★ プログラムインストール先  

   Ｃのルートの中にインストールしてください。  

 「C:¥BGALOG」  

そのままフォルダごとＣのルート（C:¥）へコピーしても

ＯＫです。  

  

運用開始後はサンプル添付の「BGALOG.accdb」はコピーし

ないでください。  

現在このフォルダー以外では使用できません。  

 

 注意 プログラムは別のフォルダーでも動作しますが、デー

タは必ず「C:¥BGALOG¥BGALOG.ACCDB」でなければ動

作しません。  

 

 

最新の AccessDatabaseEngine がインストールされていない方（データベースエンジン）  

 

★ エラー対応（インストール後に次の様な現象が出る場合）  

・ 次の様なエラーメッセージの後プログラムは稼働するが、データが表示されない場合 

   前略  

「System.InvalidOperationException: 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' プロバイダーはローカルの

コンピューターに登録されていません。」 

   後略  

  これは、アクセスのデータベース「.ACCDB」を動作させるマイクロソフトのデータベースエンジンがインス

トールされていないためです。  

  この場合は、「AccessDatabaseEngine.exe」をダウンロードしてからインストールしてください。  

「AccessDatabaseEngine.exe」のインストール方法 

  インストールはＢＧＡＬＯＧのダウンロードページ「http://www.dokidoki.ne.jp/home2/ja5bga/」または、

マイクロソフトのホームページ「http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=13255」から

無料でダウンロードできますので、インストールしてください。  

  自動で判断を行いますが、この時の注意は 32 ビット版（OK）と 64 ビット版（NG）がありますのでインス

トールに注意が必要です。  



  64 ビットのマシンにおいてもすでに 32 ビットのアクセス（ワード、エクセルを含むオフィスソフト）等

が入っている場合は、32 ビット版を入れる必要があります。（混在はできません）  

  32 ﾋﾞｯﾄ版、64 ﾋﾞｯﾄ版（正しく動作しない場合が有ります）、のどちらかがインストール出来れば動作いた

します。  

  

  

★ 新規利用者のインストール後に行う作業（イメージ）  

  

１ サンプルデータで使用感覚をつかんでください。  

  

２ 本格使用のための初期化をユーティリティの「初期化・インポート・エクスポート」にて新規利用者の処

理を実施してください。  

  

３ 他のソフトで使用していたデータがある場合には、「他のテキストからの取込み」を実施してください。  

   （不明な場合はメールにてデータをお送りください。）  

  

４ 実際に使用する場合は、環境設定を整備してください。  

   使用する方の内容に変更してください。  

   

  
  

５ CONFIG.TXT を確認し適宜変更してください    プルダウン等の設定はこの中で設定しています。  

    

  

  環境設定画面から確認修正できます。 

  

６ システムの日付形式を確認し変更してください  



            

  

７ 最新の「BGALOG.exe」を使用するためＥＤＸＧホームページから「BGALOG_VUP.zip」をダウンロードして

バージョンアップ（更新）してください。 

手動で実施することも可能です。  

次の８、９、を参考に使用開始してください。  

  

８ 使用説明はツールチップをご覧になってください。 

各ツールにマウスを当てセンターボタン（又は、戻るボタン）を押下（スクロールではありません）す

ると説明が表示されます。  

多機能マウスが必要です。（一部はウインドウのツールチップで表示しています。） 

  

  ９ その他、各ページに有るマニアルを確認してください。  

    ＢＧＡＬＯＧの「マニアル＆ＷＷＷ接続」内からインターネット経由で絶えず最新のものが確認できます。  

    （ja5bga.com のホームページ内に登録しています。）  

  

不明なことはＪＡ５ＢＧＡまで連絡ください。  

 

既に他のプログラムで作成したデータが有る場合は当方へ連絡いただければインポートのお手伝いをさせていた

だきます。 

ja5bga@dokidoki.ne.jp  

  

 

以下、過去に作成したもので現行化していませんが、順不同で記載していますので各画面の「ヘル

プと合わせて参考にしてください。」  

これ以下は制作当時のマニアルからインストール初期に関係すると思われる部分を参考で複写しています。各画

面に「マニアル」ボタンを作成していますのでそちらをご覧になってください。  

 

この後はメンテナンスを行っていませんので非現行の部分や重複する部分も多々あると思います。  

プログラム内のマニアルで探すことが出来なかった場合のマニアルとして使用してください。  

使用方法が不明な場合は連絡ください。  

プログラム内のマニアルに追記をしていきます。  

  

★ オプションの設定  



 ・ 環境設定  

  メインメニューより環境設定を行います。  

  初期は当方のコールサイン等が記載されていますので、これを変更してください。  

  ソート番号の先頭数字が「０００＊＊・・～１９９＊＊・・」までを設定してください。  

記入方法等の詳細は【 登録にあたっての注意事項 】及びそれぞれの項目右の「説明」を参考にしてくださ

い。  

  ※ 設定データ欄以外は修正しないでください。  

  

 ・ ＣＯＮＦＩＧ．ＴＸＴの修正  

   このファイルは周波数、モード、等のプロダウンメニューを設定します。  

   各自の好みに合わせて修正してください。旧のＢＧＡＬＯＧから新システムにてデータを取り込むには、旧の

ＸＰシステムでデータのエクスポートを行っておく必要があります。  

（HAMLOG.ADI、ToOldBGALOG.ADI、JCC.ADI、CAN.ADI を作成）  

新システムにて当方のサンプルの削除を行った後に、取り込み作業を行います。  

     

★ プログラム開始画面の位置設定方法  

  メイン画面のオプション・その他で設定します。  

    
  

  ・   初期化   

     

ださい。   

   

   

  

   

ご注意         

   



     

  

★ 現在時間の扱い  

   

 ・ 「環境設定」の時間設定の役割  

    メイン画面のオプション設定内の「登録時間の扱い」の初期設定をプログラム開始時に決定するためのもので

す。   

  

・ 「登録時間の扱い」設定の役割環境設定の時間設定の設定に

かかわらず変更できます。  

この設定により「登録（Ｆ８）」実行時の設定状況により、時

間が現時間となったり設定時間通り登録されたりします。  

（設定時間とは、プルダウン付きのブルーの色の時間を指します。）チェックＯＮ  

＝ 設定時間の通り登録されます。  

チェック０ＦＦ ＝ 設定にかかわらず現在時間となります。  

  

・ 現時間 ＝ 設定時間を現在の時間に変更します。  

      この設定よりも「登録時間の扱い」が優先します。  

      「登録時間の扱い」を現時間としない方が登録前に現在時間に戻すためのものです。  

      プログラム開始時は、自動的に現在時間としています。  

  

皆さんの運用形態に合わせて利用願います。  

  

当方の運用方法の参考  

当方は、事後登録は行わないので初期は現在時間の設定にしています。  

移動運用時後の事後登録やカード等が来た時点で登録を必要とする場合のみオプションの「登録時間の扱

い」のチェックをＯＮにして登録しています。  

  

★ オプション等の更新（バージョンアップ）  

  次の記載日付より新しいファイルが存在すれば自動的に実施されその日がここに登録されます。  

  

  

  



★ データベース（BGALOG.ACCDB）の保存  

  終了時のメッセージにより「BGALOG.ACCDB」等を保存します。  

 ・ 日付別保存 ＝ 日付をつけて保存します。C:¥BGALOGbackup¥20140307  

 ・ バックアップ ＝ BGALOGbackup の直下に保存されます。  

            「HoshitoriDT.TXT」個別星取表管理ファイルは通常バックアップ時にのみ保存するようにしてい

ます。  

 ・ 開始画面での直接バックアップの実施を行っても同様になります。  

   ※ 日付別の保存が不要となった場合はフォルダーごと削除してください。  

   ※ 通常バックアップはオーバーライト方式で保存します。  

     壊れている状態のデータを保存するとその壊れたデータのみが保存されることとなりますので極力日付別

バックアップにより２~３回分は残すようにしてください。      日付別バックアップで最悪の状態は切り抜け

られると思います。  

  

 
  

  

  

★ 「ＱＲＺ．ＸＭＬ」、「ＨＡＭＱＴＨ」検索時の検索先の設定  

  

 

ＱＲＺ．ＤＢ契約者と未契約者により接続先が異なります。  

  ＱＲＺ．ＣＯＭは１日に無料で検索できる回数が制限されています。  

  また、ホームページのパターンをたびたび変更しています。  

  その都度、こちらで相手のパターンを分析してＢＧＡＬＯＧのプログラムを変更しなければなり

ません。  

  また、当方はＱＲＺ．ＣＯＭのＸＭＬデータベースに契約していますので変更状況がつかめませ

んでした。  

  このことから、ＱＲＺ．ＣＯＭの無料版に接続することをやめてＨＡＭＱＴＨへ接続するように

しました。  

  その設定は、環境設定のソート番号 0000099の qrzPasswodに記載の有無で判定しています。  

  ここに文字の記載があれば自動的にＱＲＺ．ＸＭＬデータベースへ接続に行きます。  

  パスワードが正しくなければＱＲＺ．ＣＯＭのデータベース検索に接続しますが、パスワードが

ことなるため、はじかれますので結果として 1 件も取り込むことができません。   未契約の場

合は空白あるいは半角のスペースとしてください。（要注意）   未記入の場合は、ＨＡＭＱＴＨ

に接続してデータを取り込みます。  



  ＱＲＺ．ＣＯＭと比較すると登録者か少ないのでヒット率が少なくなりますが、取込みの制限が

ありません。  

   

  

★ ＤＢグリッドでのソート  

  全てのＤＢグリットで実施できます。  

  上部の文字部分（ｺｰﾙｻｲﾝ～申請）をクリックするとその項目での「昇順⇔降順」にソートができ

ます。  

  特にテルネット開始時の「ＷＷＷ」より取り込んだ場合は、新しいものから取り込まれソートが

反転して見難くなります。  

  この場合は「時間」ボタンをクリックすると「ＧＭＴ順」にソートが実施されますのでよくわか

るようになります。  

  標準に戻すには「日付順ソート（ＥＳＣ）」をクリックします。  

  

                          ↑  

              ＷＷＷ取込み直後は時間クリックで正しくソートされます。  

  

★ ＦＯＮＴの変更  
「（0）ゼロ」と「（O）オー」の間違いをなくすために設定しました。  

無料で使用できるフォントに「TakaoGothic」というフォントがありました。  

ＢＧＡＬＯＧでは、このフォントを中心に見やすくなるように調整しています。  

  

 注意  

れば、自動的にこのフォントを使用します。  

システムに登録されていない場合でもエラーメッセージは出ませんが、インストールされていない場合

は、その他のフォントが適用され文字の大きさが乱れますのでインストールをしてください。  

  

   残念ながらこのフォントは、ＷＩＮＤＯＷＳに標準でインストールされていません。  

インストール方法等を次に記載します。  

  

 ◎ インストール方法  

１ https://launchpad.net/takao-fontsより右のボタンをクリックしてダウンロードします。  

TakaoGothic 「C:¥WINDOWS¥Fonts¥TAKAOGOTHIC_0.TTF」 がシステムにインストールされてい 

https://launchpad.net/takao-fonts
https://launchpad.net/takao-fonts
https://launchpad.net/takao-fonts
https://launchpad.net/takao-fonts


２ ダウンロードした「takao-fonts-ttf-003.02.01.zip」を解凍して「takao-fonts-ttf-003.02.01」の中の  

「①TakaoGothic.ttf」をダブルクリックします。  

  （ＶＵＰの「KANKEI」フォルダー内にも添付されています。）  

  その表示されたフォントを見てゼロにスラッシュが付いているか確認をしておいてください。  

３ フォント名の上の「②インストール」をクリックします。  

    以上でインストールは完了です。  

４ 前期のフォントの変更でフォント名  

   の「TakaoGothic」を環境に記入すると    

次の様にその文字が表示されます。  

  

   注意  

    インストールが正しくない、または、環

境設定の文字が正しくない場合は、Ｗ

ＩＮＤＯＷＳ標準設定の文字が使用 

されるために次の画面が乱れたものと

なります。（各設定を確認してください。）  

  

★ １９２０ × １０８０ドットのディスプレーで画面に収まらない場合  
  ＢＧＡＬＯＧでは、１９２０ドット×１０８０ドット用に作成していますのですべての項目が見えますが、メ

イン画面の右がはみ出す場合は、文字を読みやすくするための文字拡大設定がされている場合です。  

 ・ 文字拡大設定解除方法  

   ①画面のプログラムが起動していない場所で右クリック、②画面の解像度、③テキストやその他の項目の大き

さの変更、④小の１００％を選択します。  

  

  

 

 

 

 

 

 

★ データのバックアップと管理   データのバックアップは非常に重要です。  

  このため、２つの方法で終了時にバックアップを取っています。  

 ・ 日付別バックアップ  

   プログラム終了の都度 

「C:\BGALOGbackup\20140422」の様に日付をつけて「BGALOG.ACCDB」をバックアップしています。  

このために右の図の様に古いもの 

まで、保存をするようになります。  

これを管理し、整理（削除）するツールを設けています。  

開始画面の「日付別データ整理」をクリックでこの画面になります。  

詳細は画面を見てください。  



バァックアップファイル以外は操作できなくしているため安全にディレクトリーを探すこともなく管理（削

除）できるようにしています。  

極力３日（フォルダー数）分位は保存を行ってください。  

 ・ 任意バックアップ  

   「C:\BGALOGbackup\BGALOG.ACCDB」に終了時バックアップを実施するか問い合わせがあります。  

 はいを選択すると上書き保存を行います。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

★ 各種テキストファイルの役割  メイン画面の「マニアル」を参考にしてください。  

  

  

★ 長時間置いておくとハングアップする（電源管理・スリープ等ＰＣの環境設定）  

  ＷＩＮＤＯＷＳシステムがスリープ状態となりＢＧＡＬＯＧが作業できない状態となってハングアップしてい

る可能性が大ですので電源の設定を確認してください。  

  初期状態は節電設定でスリープが実施されるように設定されています。  

  特に省電力の設定で休止設定（スクリーンセーバーを含む）、ハードディスクの電源断の設定は不可です。  

これを設定しているとＢＧＡＬＯＧは絶えずＮＷからデータを取り込みそれらのデータをディスクに書き込

んでいますが、ＷＩＮＤＯＷＳのシステムが休止状態となると処理ができなくなり、結果としてハングアップ

となってしまいます。  

  これらの省電力関係の設定をすべてＯＦＦにしてください。   ただし、ディスプレーのスリープ設定は問題が

ありません。  

  設定の場所は次の通りです。  



    

○ チェック場所  

・ ハードディスク：なし  

・ ＩＥ：最大パフォーマンス  

・ スリープ：設定なし  

・ ハイブリットスリープ：オフ  

・ 時間経過で休止：なし  

・ マルチメディア：スリープ回避  

  

その他、極力高パフォーマンス設定

としてください。  

  

  

  

  

  

   

★ 正常終了が出来ないため登録したデータが消えていた場合の対処方法  

何らかのトラブルで正常に終了ができなかったためにその日の投入データが登録できていない場合の対処方法を

記載しておきます。  

安全の為、投入の都度テキストファイルにも書き出すようにしていますのでそのファイルにより復旧（再登録）を

してください。  

また、念のため１つ前のデータを「C:\BGALOGbackup\」内にも残すようにしています。  

  

その流れ（仕組み）を記載しておきます。  

１ プログラム起動時にプログラムと同一のフォルダー「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」にファイルがあれば

そのデータを「C:\BGALOGbackup\登録分 DT_Backup.TXT」にデータを移動します。  

「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」が未作成の場合、プログラム起動時は何も実施しません  

２ メイン画面でデータを追加時に「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」ファイルが未作成の場合は新たに 

「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」を作成してデータを新規登録します。  

３ 既に「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」が作成されている場合は、メイン画面でデータ登録の都度 

「C:\BGALOG\登録分 DT_Backup.TXT」に追加登録されます。  

  

※ ＢＧＡＬＯＧが正常終了している場合は、「登録分 DT_Backup.TXT」は不要です。  

   登録されている「登録分 DT_Backup.TXT」のサンプルデータは次のとおりのテキストデータであり再登録をす

るための最少の項目内容を保存しています。  

    コールサイン  交信時間    ﾓｰﾄﾞ 周波数  相手 自局 （保存している項目）  

W1AW/9         2014/07/07 02:17 CW    21.032.0  599 599   

W1AW/7         2014/07/07 02:27 CW    21.039.0  599 599  

このデータを基に検索後、再登録を実施すれば他の項目も検索・追加され回復を行うことが出来ます。  

  



  

★ 交信データ、ＤＸＣＣカントリーリストをファイルに出力しエクセルに取込みたい  

 交信データやＤＸＣＣカントリーリストを出力してエクセルやワードで加工していろいろな分析や印刷を行うこ

とが出来ます。  

 出力されるデータはカンマ区切りで出力されます。  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

★ 業務日誌出力  

⑴ 出力したいデータをメイン画面で検索・抽出しておきます。  

⑵ そのデータを希望の方法でソートします。  

   右の項目欄をクリックで昇順降順

が選択できます。  

  

  

  

  

  

⑶ 出力したい項目を選択してチェックを入れます。  

⑷ その項目を何文字分印刷するかを右のテキストボックスに記入します。  

   モードでの例  

   データベース的には将来を考えて多く作成して１０バイト分入力できるようにしていますが、現実的には 

「ＰＳＫ１２５」でも６バイトです通常の方はＲＴＴＹまでで４バイトと思います。  

   各自の登録している内容にて設定してください。  



   また、先頭の文字のみ判れば良い場合は、１バイトに設定すると良いでしょう。  

   各項目間の区切り「,（カンマ）」が自動で挿入されます。  

⑸ 出力ファイル名の設定    当初は「QSOdata.TXT（.TXT は自動で追加されます。）」となっていますので必要に

応じて適宜変更してください。  

⑹ 出力開始ボタンクリック  

   以上で作成データ数と作成済のメッセージが出て終了です。  

  

★ カントリーリスト出力  

 業務日誌と異なりソートや文字列の長さを選択することが出来ません。  

 変更の必要性があれば連絡願います。  

⑴ 出力したい項目を選択してチェックを入れます。  

  ・ 「ＭＩＸ～バンド別交信状況」選択の場合  

    これを選択すると次の様に「ＭＩＸ、ＳＳＢ、ＣＷ、ＲＴＴＹ、ＳＡＴＥ、 １６０ｍ、８０ｍ、・・ 

２ｍ」までが、出力されます。  

    「R,R,R,R, ,R,R,R,R,R,R,R,R,R,T, ,」  

  ・ 「バンド・モード別 登録局」選択の場合  

    これを選択すると各「バンド別モード別」欄に登録されている局が１３バイトで出力されます。  

⑵ 出力ファイル名の設定  

   当初は「DXCCdata.TXT（.TXT は自動で追加されます。）」となっていますので必要に応じて適宜変更してくださ

い。  

⑶ 出力開始ボタンクリック  

   以上で作成データ数と作成済のメッセージが出て終了です。  

  

  

★ エクセルに取り込む方法  

 エクセル２０１０で「QSOdata.TXT」を取り込む方法を説明します。  

１ データフォルダーを選択  

２ 外部データ取込のテキストをクリッく  

４      

５      

    

 

 

   

  
  

  



３ ＢＧＡＬＯＧの「QSOdata.TXT」を選択しインポート  

  

  

  

  

★ コンテスト番

号の扱い  

・ コンテスト番号の取込み位置  

 「0」以外に設定するとコンテストとみなして検索時に備考

1欄の先頭位置に取り込み表示されます。            

↓（「0」以外の場合の例）  

 「0」の場合には何も表示しません。  

  

・ コンテスト番号の自動アップ  

  ＮＯ設定の左にあるチェックボックスにチェックを入れると「登録（F8）」ボタンにてＱＳＯデータ登録後に自

動で番号を＋１します。  

  コンテスト番号が固定の場合は、チェックを入れません。  

  

★ その他  

  各画面内の「マニアル」を参照してください。  

 

 


