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安全について

必ずお読みください

この製品の使用者と周囲の方の安全を確保し、製品や製品を搭載する車両の損傷を防ぐため、ご使

用になる前に、この製品を操作されるすべての方およびこの製品に触れるすべての方がこの取扱説

明書や Important Safety Instructions（重要な安全の手引き－サーマルイメージャーに付属）のすべて

の指示と安全に関する項目をよく読んで理解しておくことが重要です。これらの文書は、製品付近

の操作される方に近い場所に保管しておくことをお勧めします。

ご利用される方の安全確保のため、すべての指示を読んでください。診断ツールは、取扱説明書の

説明に従った操作でのみ使用することができます。診断ツールには、製造メーカー推奨のパーツや

アクセサリのみ、ご使用ください。

この機器は、適切な教育を受けた専門技能を有する自動車整備士の方が使用することを前提に設計

されています。この製品を使用する方は、取扱説明書や付属の Important Safety Instructions（重要な

安全の手引き）の安全に関する情報について、特に注意しながら操作を行ってください。

車両整備の手順、技術、器具、部品、および作業を行う整備士の方が持つ技能には個人差があります。

様々な試験方法が存在し、またこの機器を使用して試験を行うことができる製品は多岐にわたるた

め、あらゆる状況を予測し、個々の状況に合わせた助言や安全に関する情報を的確に提供すること

ができない可能性があります。試験の対象となるシステムに精通しておくことは、ツールをお使い

になる各整備士の方の責任です。適切な整備方法と試験手順を採用することは極めて重要です。また、

使用者、作業エリアにいるその他の者、使用する設備、および試験対象となる車両の安全性を損な

うことのない、妥当かつ許容できる方法で試験は実施しなければなりません。

操作をされる方はこの機器を使用する前に、車両の各種システムについて精通していることを前提

とします。この機器を有効に、安全に、且つ正確に使用するには、車両の各種システムの原理と操

作理論について把握しておくことが欠かせません。

設備を使用する前に、必ず試験対象となる車両や設備の製造元が示す安全に関する情報と適用可能

な試験手順を参照して、これらに従ってください。製品は、その取扱説明書の説明に従ってのみ使

用することができます。製品には、製造メーカー推奨のパーツおよびアクセサリのみご使用ください。

この取扱説明書、付属の Important Safety Instructions（重要な安全の手引き）、および機器上に示す安

全に関するすべての情報と指示をよく読んで理解し、これらに従ってください。

環境条件

• 屋内での使用を意図されています。

• 汚染度 2（Pollution Degree 2）（標準的な条件）として格付けされています。
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安全について 表記について

安全に関する表記について

安全に関するすべての情報には、危険性のレベルを示す言葉が冒頭に示されています。アイコン等

を使用して、危険性の存在を示している場合もあります。安全に関する表記の説明は以下の通りで

す。:

回避できない場合、操作している方や周辺にいる方を巻き込む死傷に至る事故を招く危険な状況が

差し迫っていることを示します。

回避できない場合、操作している方や周辺にいる方を巻き込む死傷に至る事故を招く危険な状況が

潜在的に存在していることを示します。

回避できない場合、操作している方や周辺にいる方を巻き込む中程度から軽度の人身事故を招く危

険な状況が潜在的に存在していることを示します。

安全に関する情報の表記について

安全に関する情報は、人身事故や物損事故の発生を防止する目的で示されています。安全に関する

すべての情報の冒頭には、危険性のレベルを示す言葉が示されています。安全に関する情報は、3 種
類の書体を用いて示されています :

• 通常の書体は、危険性の存在を示しています。

• 太字は、 危険を回避するための方法を示しています。

• 斜字体（イタリック体）は、危険を回避しなかった場合に招く危険性のある結果を示しています。

アイコン等を使用して、潜在的な危険性の存在を示している場合もあります。

不意に車両が動き出す危険性があります。

• エンジンを回転させた状態で試験を実施する時は、 駆動輪をブロック等で固定してください。

意図せずに車両が動き出し、けがを負うおそれがあります。

重要な安全上の指示

安全性に関するすべての情報を網羅した一覧については、付属の Important Safety Instructions（重要

な安全の手引き） を参照してください。

これらの指示を必ず守ってください。
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第 1 章 この取扱説明書の使い方

この取扱説明書では、ツールの特徴や基本的な操作を知ってもらうことを目的として、ツールの基

本的な使い方を説明しています。

この取扱説明書で示す図はあくまでも参照用であり、実際の表示結果や情報、機能、標準装備とは

異なる場合があります。

以下の情報は参考として、一般的な例を用いてこの取扱説明書で使われている表記について説明し

たものです。ただし、すべての例、表記、内容が、この取扱説明書で使われている、あるいは適用

されるわけではありません。

1.1 表記について

1.1.1 太字体

太字体は、ボタンやメニューのオプションなど、手順の中で選択可能な項目を強調するために使わ

れています。

表記例：

• Functions （ファンクション） を選択します。

1.1.2 記号

複数の種類の記号を使用しています。不等号（>）は、一連の選択項目を略して示しています。

表記例：

• Utilities （ユーティリティ） > Tool Setup （ツール設定） > Date （日付） の順に選択します。

前述の表記例は、次の手順を省略して示したものです

1. Utilities （ユーティリティ） を選択します。

2. Tool Setup （ツール設定） サブメニューを選択します。

3. サブメニューから Date （日付） をハイライト表示します。

1.1.3 用語

「選択する」、「選ぶ」、および「選定する」とは、タッチスクリーン上でアイコンをタップ／タッチ、

またはアイコンやメニュー項目を強調表示し、Continue （続行する）、Accept （同意）、OK、Yes （は

い）、または同じようなボタンを押して選択した内容を確定することを意味します。

表記例：

• Reset （リセット） を選択します。

前述の表記例は、次の手順を省略して示したものです

1. Reset （リセット） アイコン へ誘導します。

2. スタイラスペンで Reset （リセット） アイコンを選択します。
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この取扱説明書の使い方 表記について

1.1.4 注意事項と重要事項

次の表記を用いて説明します。

注意事項

「注意事項」では、より詳しい説明やヒント、注釈（コメント）など、役立つ情報を記載しています。

表記例：

 注意事項 ：

「注意事項」では、より詳しい説明やヒント、注釈（コメント）など、役立つ情報を記載します。

重要事項

「重要事項」では、回避できない場合、試験機器や車両の損傷を招くおそれのある状況について説明

します。

表記例：

 重要事項 ：

ツールには、研磨剤を含む洗剤や自動車用の化学薬品等は使用しないでください。

1.1.5 手順

矢印のアイコンは、その手順を示しています。

表記例：

 画面表示をきりかえる

1. View （表示） ボタンを選択します。

 ドロップダウンメニューが表示されます。

2. メニューからオプションを 1 つ選びます。

 選択したフォーマットに画面レイアウトが変更されます。

1.1.6 ハイパーリンク

電子ドキュメント内では、閲覧中の位置から関連項目や手順、図などにジャンプすることのできる

ハイパーリンクやリンク機能があります。青い文字の部分が利用可能なハイパーリンクを示してい

ます。

表記例：

 重要事項 ：

このツールを使用する前に、該当するすべての安全についてをお読みください。



3

第 2 章 はじめに

この章では、ダイアグノスティック・サーマル・イメージャ―の基本的な特徴について説明します。

サーマルイメージャ―は非接触式の熱源測定を行う専用機器で、熱源を視覚的に表示することで車

両の不具合（例：摩擦、電気インピーダンス、エンジンの失火、流体の詰まり、暖房換気空調系のリー

ク）を特定、識別します。

2.1 機能の概要

1. 電源 （ON/OFF） ボタン

2. キャンセル /No （N） ボタン

3. 同意 /Yes （Y） ボタン

4. 方向コントロールボタン

5. メニューボタン

6. ディスプレイ

7. イメージャ― ・ ウインドウ

8. microSD （マイクロ SD） カード

9. micro USB （マイクロ USB） ジャック

10. バッテリチャージ LED

11. 保護カバー

12. スクリーン ・ キャプチャー ・ トリガー

13. バッテリーパック ・ カバー

14. USB ケーブル（表示されていません）

15. USB 電源アダプタ（表示されていません）

図 2-1
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はじめに コントロールと接続

2.2 コントロールと接続

項目 名称 説明

1
micro SD （マイクロ

SD） カード

マイクロ SD カードには、画像、エキスパートヒントの内容、

取扱説明書のコピーが保存されています。操作時に、画像の

閲覧や保存、エキスパートヒントを閲覧するには、マイクロ

SD カードを挿入しておきます。

2
micro USB （マイクロ

USB） ジャック

マイクロ USB ポートには、付属の USB ケーブルを使って電

源アダプタ（バッテリ充電）を接続できます。また、パソコ

ンと接続すると保存したイメージャ―画像の転送もできます。

3
スクリーン ・ 
キャプチャー ・ トリガー

トリガを押すと、表示中の画面をキャプチャします。

4
キャンセル /No （N） 
ボタン

メニューを閉じたり、前のメニューに戻ったりす

る時に使います。

5 同意 /Yes （Y） ボタン 確認（同意）や、メニュー項目を選択します。

6 メニューボタン
エキスパートヒントのメニューを開いたり、カメ

ラモードに戻ったりする時に使います。

7
左右方向コントロール

ボタン
ツールバーやメニュー項目を左右に移動します。

8
上下方向コントロール

ボタン
ツールバーやメニュー項目を上下に移動します。

9 電源ボタン
サーマルイメージャ―の電源をオンまたはオフに

します。
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はじめに 技術仕様

2.3 技術仕様

項目 説明／仕様

ディスプレイ
サイズ（対角） - 89 mm （3.5 インチ）

Resolution - 320 x 240
カラーパレット 4 オプション：アイアン、レインボー、グレー、クールホット

測定範囲 -20 ～ 450 ºC (-4 ～ 840 ºF)
イメージ画像 保存メモリ容量 400 枚
イメージ画像ファイル形式 .bmp
温度感度 （NETD ： 温度分解能） < 50mK （1000 分の 1 ケルビン）

ＩＲ イメージ画像リフレッシュレート 毎秒 9 回

放射測定精度
± 7 ºC（12.6 ºF）または 5％のうち、いずれか大きい方（標準値、最

低 5 分のウォームアップ時間後）

スペクトル領域 遠赤外線 8 ～ 14 μ m
USB インターフェース 2.0 USB, micro USB

バッテリー

充電式リチウムイオンバッテリパック

+3.6VDC/2000mAh（通常時）

明るさの設定が 50％の場合、連続動作で約 4 時間

約 3 時間以内に 80％充電、約 5 時間以内で 100％充電

USB 電源アダプタ 定格電源 ; 5 VDC, 1.5A
DC 作動電圧 （USB 入力） 4.75 ～ 5.25 VDC
動作高度 最高 2000 m
幅 3.81 インチ （96.8 mm）

高さ 8.5 インチ （215.9 mm）

奥行 2.0 インチ （50.8 mm）

重量 0.75 ポンド （340.2 g）
動作温度範囲 （周辺） 相対湿度 0 ～ 90％で 32 ～ 113 ºF（0 ～ 45 ºC）（結露なきこと）

保存温度 （周辺） 相対湿度 0 ～ 70％で -4 ～ 140 ºF（-20 ～ 60 ºC）（結露なきこと）

環境条件

屋内での使用を目的としています。高湿度、または水気のある場所

では、上記の動作は保証されません。

汚染度 2（Pollution Degree 2）（標準的な条件）として格付けされてい

ます。
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第 3 章 はじめに

この章では、サーマルイメージャ―のメニューナビゲーションと操作について説明します。

3.1 使用を始める

 ダイアグノスティック ・ サーマル ・ イメージャ―の操作

1. 必要に応じて、32 ページの「充電」を参照しながらバッテリパックを完全に充電します。

 注意事項 ：

サーマルイメージャ―は、内蔵している充電式リチウムイオンバッテリパックから電源を供給する
ことができます。完全に充電したバッテリパックでは、最長 4 時間の連続動作が可能です（明るさ
設定値 50％の場合）。

2. 起動画面が表示されるまで電源ボタンを押し続け、表示されたら放します。電源ボタンを押すと、

音声（ビープ音）が鳴ります。

サーマルイメージャ―の起動画面の表示が終わると、カメラモードが開きます（図 3-1）。カメラ

モードでは温度の測定や画像の保存、バッテリの充電状態を確認できます。

a. 電源を切るには、電源がオフになるまで電源ボタンを押し続けます。

1. 中心域温度 （平均）

2. メニュー画面タブ

3. バッテリレベル表示アイコン

4. カラーパレット ： 高温域上限

5. カラーパレットレンジ ・ インジケータ

6. カラーパレット ： 低温域下限

7. ターゲット （中心域温度 （平均））

図 3-1 イメージモードの機能
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操作方法 使用を始める

サーマルイメージャ―の使用準備はこれで完了ですが、最適な測定精度を得るために、操作の前は

少なくとも 5 分程度の“暖機（ウォームアップ）”をすることをお奨めします。

 注意事項 ：

画面上には、選択されたメニューのナビゲーション手順に関するナビゲーションヒントが表示され
ます。それぞれのヒントが表示されるのは、サーマルイメージャ―の電源をオンにした後、一回の
みです。ナビゲーションヒントの表示は有効／無効を選択できます。詳しくは、23 ページの「ナビゲー
ションヒント」を参照してください。

3. 必要に応じて（測定対象物に応じて）、カラーパレットと放射率を設定します。追加情報につい

ては、20 ページの「カラーパレット」および 22 ページの「放射率」を参照します。すべての機器

の設定情報については、18 ページの「設定」を参照します。

4. イメージモードで、サーマルイメージャ―を測定したい物体に向けます。

5. 画面中央にあるターゲットインジケータを使って位置決めをし、中心域温度（平均）を測定しま

す（図 3-1）。

6. 表示中の画面を保存したい場合はスクリーン ・ キャプチャー ・ トリガーを押します。追加情報につい

ては、10 ページの「イメージ画像の保存」を参照します。

 重要事項 ：

本体上部の USB ジャックとマイクロ SD カードスロットには保護カバーがついています。
操作中は保護カバーでジャックとスロットを閉じておいてください。保護カバーを外すのはバッテ
リの充電時、PC との接続時、またはマイクロ SD カードを取り外す時のみです。操作時に保護カバー
を外していると静電気放電が発生し、サーマルイメージャ―がリセットしてしまう場合があります。
この場合、リセットすれば損傷することなく通常動作に戻ります。

3.1.1 温度測定値について

イメージ中は、物体の温度を規定するためのカラーパレットを使って熱画像が表示されます。追加

情報については、20 ページの「カラーパレット」を参照してください。カラーパレットレンジインジケー

タ（図 3-1）を見ながら、熱画像内にある物体の温度を測定します。

補足情報

• 中心域温度（平均）はカラーパレット内に動的に表示されます。

• 温度域の上限と下限は、表示中の“場面”の温度に基づいていつも変化します。

• 温度がスケールの範囲を超えると記号が表示されます（下表を参照）。

例 説明

または

測定中の温度が現在のスケール範囲を上回ると不等号“＞”が表示さ

れます。

不等号“＞”は、現在の温度域において測定可能な最高温度に達した

時にも表示されます。上限域は 2 つあり（例を参照）、それらは場面

の温度の割合に基づいて自動で選択されます。

測定中の温度が -4 ºF（-20 ºC）を下回ると不等号“＜”が表示されます。
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操作方法 ツールバーアイコンとメニュー ・ ナビゲーション

3.1.2 自動キャリブレーションについて

サーマルイメージャ―には自動キャリブレーション（校正）機能がついており、精度が高く安定し

た温度測定が可能です。

補足情報 :

• キャリブレーションは、ウォームアップ（暖機）中や操作している間に、定期的に行われます。キャ

リブレーション中は画面にメッセージ（例：calibarating（校正中））と表示されます。

• キャリブレーション中が始まると“クリック”音が鳴り、一時的に画面が“フリーズ”します。

• キャリブレーションの実行前には記号が表示されます（下表を参照）。

例 説明

キャリブレーションが始まる 1 分（あるいはそれ以下）前になると、

“～”の記号が中心域温度（平均）の前に表示され、キャリブレーショ

ンの開始を予告します。

3.2 ツールバーアイコンとメニュー ・ ナビゲーション

このセクションでは、ツールバーアイコンとメニュー・ナビゲーションの概要を説明します。

ツールバーには 4 つのアイコンがあります（下表を参照）：

例 アイコン 説明

エキスパートヒント

エキスパートヒントのメニューを開きます。14 ページ

「エキスパートヒント」を参照。

イメージ画像ギャラリー

イメージ画像ギャラリーを開きます。10 ページ「イメー

ジ画像の閲覧と消去」を参照。

消去 （画像）

マイクロ SD カードから画像が消去されます。10 ペー

ジ「イメージ画像の閲覧と消去」を参照。

設定

装置の設定メニューを開きます。18 ページ「設定」を

参照。

 注意事項 ：

ツールバーのアイコンが選択されていると、アイコンの色が赤から白に変わって機能がアクティブ
な状態であることを示します。

メニュー項目やアイコンが灰色（透明）な場合は、使用できないことを示しています。

 メニュー画面を開いて検索する ：

1. メニューボタンを押します。（図 3-2）

図 3-2
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操作方法 ツールバーアイコンとメニュー ・ ナビゲーション

上部からメニュー画面がスライドして開きます（図 3-3）。

メニュー画面から、ツールバーの項目か表示されたメニューの項目を選択できます。

 注意事項 ：

メニューボタンを押すと、前のメニューが表示されます。

1. エキスパートヒント ・ アイコン ： エキスパートヒント ・ メニューが開きます。

2. イメージ画像ギャラリー ・ アイコン ： 保存されているイメージ画像ギャラリーが開きます

3. デリート （消去） アイコン ：保存された画像を消去します （灰色表示）。

4. 設定アイコン ：装置の設定メニューを開きます。

5. オプション選択 ：白枠に濃い灰色で表示されます。

6. メニューオプション

図 3-3

2. ツールバーの項目を選択する時は左右（矢印）方向ボタンを押します（図 3-4）。

選択中の項目は、白枠でアイコンがハイライト表示されます。

図 3-4
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3. Y ボタンを押して、オプションを選択します。

4. メニューからオプションを選択する時は上下（矢印）方向ボタンを押します（図 3-4）。

画面上の表示領域よりもメニュー項目が多い場合は、下の方向ボタンを使って項目をスクロール

します。

5. 終わったら、メニューボタンを押して終了します。

3.3 イメージャ―の操作

3.3.1 イメージ画像の保存

マイクロ SD メモリカードにサーマルイメージ画像（スクリーンショット）を保存することができ

ます。工場出荷時に付属しているマイクロ SD カードには約 4000 枚の画像を保存できます。画像ファ

イルの名前は（IMGxxxxx.BMP）のように保存されます。この方式での固有識別名は“xxxxx”です。

 注意事項 ：

サーマルイメージャ―と PC が USB ケーブルを介して接続されている時には、画像の保存や閲覧は
できません。USB ケーブルが PC に接続されている時にスクリーン・キャプチャー・トリガーが押
されたり、ギャラリーのアイコンが選択された場合、エラーメッセージが表示されます。イメージ
画像の保存作業に戻る場合は、PC から USB ケーブルを外してください。

 イメージ画像を保存する

1. イメージモード時にスクリーン ・ キャプチャー ・ トリガーを押すと、表示中のイメージ画面が保存さ

れます。

トリガーが有効な場合

• 画面が、一時的にスティル（静止画）モードに切り替わります。

• Snap-on のロゴが少しの間、表示されます。

• トーン音（ビープ音）が 2 回鳴ります。

イメージ画像が保存されると、通常の操作に戻ることも、新たに画像を保存することもできます。

3.3.2 イメージ画像の閲覧と消去

イメージ画像を保存すると、マイクロ SD カードに格納されます。

イメージ画像のギャラリーにアクセスする方法は２通りあり、このセクションで説明します。

• 左方向ボタン（クイックアクセス）を押す、あるいは

• メニューボタンを押す

 左方向ボタン （クイックアクセス） で、 ギャラリーにアクセスする

1. （イメージモードで）操作中は、左方向ボタンを押すと素早く画像ギャラリーにアクセスできます。

画面上部から画像ファイルメニューをスライドして開きます。

2. 11 ページ「ギャラリーを利用する （イメージ画像の閲覧と消去） ：」に進みます。
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 メニューボタンで、 ギャラリーにアクセスする

1. メニューボタンを押します（図 3-5）。

図 3-5メニューボタン

上部から、ツールバーとメニューがスライドして開きます。

2. 必要に応じて、左右の方向ボタンでツールバーからギャラリーアイコンを選択します（図 3-6）。

図 3-6 イメージ画像ギャラリーアイコン

3. Y ボタンを押します。

4. 11 ページの「ギャラリーを利用する （イメージ画像の閲覧と消去） ：」に進みます。

 ギャラリーを利用する （イメージ画像の閲覧と消去） :

ギャラリーを開くと、保存時期の新しい順に並べられた画像のファイルメニューが上から順に表示

されます（図 3-7）。

1. イメージ画像ファイルメニュー

2. イメージ画像の日付／時間

3. デリート （消去） アイコン

4. 選択したイメージ画像 （背景に表示）

図 3-7 イメージ画像ギャラリー画面
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イメージ画像を閲覧する

1. 上下方向ボタンを使って、イメージ画像ファイルメニュー内を移動します（図 3-7）。

イメージ画像周辺のハイライト表示は、画像が選択されていることを示します。画像メニューの

スクロール中に選択された画像は、部分的に背景上に表示されます（図 3-7）。

2. 保存されたイメージ画像を閲覧するには、メニューからイメージ画像を選択して Y ボタンを押し

ます。

画像が表示されます（図 3-8）。

図 3-8 保存されたイメージ画像の例

3. その他の画像を見るには、上下ボタンを使ってスクロールします。

4. N ボタンを押して、ファイルメニューに戻ります。

 注意事項 ：

イメージ画像ファイルメニューの表示中に、左右方向ボタンを押すと、ツールバーのメニュー選択
ができます（例：エキスパートヒント、ギャラリー、設定）。

画像を消去する

1. イメージ画像ファイルメニューから画像を選択し、左右の方向ボタンを使ってツールバーのデ

リート（消去ーゴミ箱アイコン）を選択します（図 3-9）。

図 3-9 デリート（消去）アイコン

2. Y ボタンを押すと、イメージ画像が消去されます。
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3.3.3 PC に接続 （イメージ画像の転送／取扱説明書を見る）

サーマルイメージャ―は、付属の USB ケーブルを使って PC に接続することができます。保存した

イメージ画像を PC に転送したり、取扱説明書（マイクロ SD カード内に保存）を見たりすることが

できます。

 PC に接続して、 保存したイメージ画像ファイルや取扱説明書にアクセスする

1. サーマルイメージャ―の上部にある保護カバーを外して、USB ケーブルを USB ジャックに接続

します。

2. サーマルイメージャ―の電源をオンにします。

3. PC を起動して、USB ケーブルを接続します。

4. サーマルイメージャ―が外部記憶装置として PC に認識されます（例：DTI (E:)、DTI (H:) など）（図

3-10）。

図 3-10 PC 画面の例

5. PC の Windows 標準アプリケーション（例：Windows Explorer、Computer）を使って、サーマルイメー

ジャ―のマイクロ SD カード上にある “USERDATA （ユーザデータ）” フォルダから保存されたイ

メージ画像を選択、あるいは “Manuals （マニュアル）” フォルダから取扱説明書のファイルを選

択します（図 3-10）。
ファイル（画像 BMP または取扱説明書 PDF）を選択して、開く、コピー、サーマルイメージャ

―から PC 上へ移動をします。

6. 操作が終わったら、（必要に応じて）Windows の“ハードウェアを安全に取り外してメディアを

取り出す”を実行して、サーマルイメージャ―と PC の接続を解除します。

7. PC とサーマルイメージャ―から USB ケーブルを外します。

8. 保護カバーを閉じます。

 注意事項 ：

マイクロ SD を取り出し、PC に接続されているメモリカードリーダーに挿入しても、画像を PC に
転送（コピー）できます。
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3.4 エキスパートヒント

エキスパートヒントには、役に立つトラブルシューティングや経験豊富な技術者、あるいは様々な

個人によるリペアの現場から集められたサーマルイメージ画像（好い例／悪い例）が含まれています。

また、エキスパートヒントにはデモンストレーションモードがあり、その中のサーマルイメージ画

像のサンプルやヒントをすぐに見つけることができます。追加情報は、17 ページの「デモンストレーショ

ン」を参照してください。

 注意事項 ：

エキスパートヒントに含まれる内容は、あくまでも参考です。

エキスパートヒントにあるメニュー項目の例は次のとおりです。それぞれに様々なコンポーネント

のヒントが含まれています。

• Powertrain and Exhaust（動力伝達装置と排気装置）

• Body and Electrical（ボディと電気系統）

• Chassis and Brakes（シャシーと制動装置）

• HVAC（空調装置）

 注意事項 ：

サーマルイメージャ―が USB ケーブルを介して PC に接続されている時には、エキスパートヒント
は閲覧できません。USB ケーブルが PC に接続されている時にエキスパートヒントのアイコンを選
択すると、エラーメッセージが表示されます。エキスパートヒントを有効にするには、PC から USB
ケーブルを外してください。

 エキスパートヒントにアクセスする

1. メニューボタンを押します（図 3-11）。

図 3-11

上部からメニュー画面をスライドして開きます。

 注意事項 ：

メニューボタンを押すと、いつでもイメージモードに戻ります。

2. 左右（矢印）ボタンで、ツールバーからエキスパートヒント・アイコンを選択します（図 3-12）。

3. Y ボタンを押して、メニューを開きます。
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図 3-12 エキスパートヒント・メニュー（システム）

4. 上下方向ボタンを使って、メニューからシステムを選択します。

5. Y ボタンを押して、メニューを開きます。

 注意事項 ：

N ボタンを押すと、1 つ前のメニューに戻ります。

エキスパートヒントのコンポーネントメニューが表示されます。

6. コンポーネントメニューから、オプション項目を選択します（図 3-13）。

7. Y ボタンを押して、ヒントの結果メニューを開きます。

図 3-13 コンポーネントメニュー
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エキスパートヒントの結果メニューが表示されます（図 3-14）。

8. リストからメニューオプションを選択します。

• Known Good （既知の好い例） - 比較用として既知の良いコンポーネントのサーマルイメージ

画像を表示します。

• Known Bad （既知の悪い例） - 比較用として既知の悪いコンポーネントのサーマルイメージ画

像を表示します。

• Tip （ヒント） - コンポーネントの一般的なトラブルシューティングのヒントを表示します。

 注意事項 ：

ヒントや参照イメージ画像は、一部のコンポーネントでは利用できない場合があります。

図 3-14 エキスパートヒントの結果メニュー

（図 3-15）はエキスパートヒントの画面例です。

図 3-15
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 注意事項 ：

エキスパートヒントの閲覧中、上下の方向ボタンを使うと結果内を素早くスクロールできます。

10. 閲覧後に、N ボタンを押すとエキスパートヒントのメニュー画面に、メニューボタンを押すとイ

メージモードに戻ります。

3.4.1 デモンストレーション

エキスパートヒントのメニューには、Demonstration（デモンストレーション）項目があり、サンプ

ルのサーマルイメージ画像やエキスパートヒントを通じてその概要をスグに見つけることができま

す。

デモンストレーションには次の例が含まれています。

• Heated Seat (known good image)：ヒートシーター（既知の良い画像例） 
－シートヒーター試験のヒント

• Alternator (known good image)：オルタネータ（既知の良い画像例） 
－オルタネータ試験のヒント

• Rear Window Defroster (known bad image)：リアガラスのデフロスター（既知の悪い画像例） 
－リアガラスデフロスター試験のヒント

• Differential Bearing (known bad image)：デファレンシャル用軸受（既知の悪い画像例） 
－デファレンシャル用軸受点検のヒント

• Water Pump Bearing (known bad image)：ウォーターポンプ用軸受（既知の悪い画像例） 
－ウォーターポンプ用軸受点検のヒント

• Alternator Bearing (known bad image)：オルタネータ用軸受（既知の悪い画像例） 
－オルタネータ用軸受点検のヒント

 デモンストレーションを使用する

1. エキスパートヒントのメニューから、Demonstration（デモンストレーション）を選択します（図

3-16）。エキスパートヒントメニューのナビゲーションについては、14 ページの「エキスパートヒ

ント」を参照します。

図 3-16
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画面に 1 枚目のサーマルイメージ画像サンプルが表示されます（図 3-17）。

図 3-17 デモンストレーション：サーマルイメージ画像サンプル

2. 下（矢印）ボタンを選択すると、表示されたイメージ画像に関するエキスパートヒントを見るこ

とができます。

3. すべてのサーマルイメージ画像サンプルとヒントをスクロールするには、上下（矢印）ボタンを

使います。

 注意事項 ：

サンプルのスクロールは、画像／ヒントが最後まで選択されると再び最初から始まります。

4. 閲覧後、N ボタンを押すとエキスパートヒントのメニュー画面に、メニューボタンを押すとイメー

ジモードに戻ります。

3.5 設定

装置の設定は、設定メニューから変更できます。

このセクションでは次の設定について説明します：

－ Color Palette （カラーパレット）

－ Brightness （明るさ）

－ Temperature （温度）

－ Power （電源）

－ Emissivity （放射率）

－ Date and Time （日付と時間）

－ Navigation Tips （ナビゲーションヒント）

－ About (Factory Reset) （情報 （工場出荷時の設定にリセット））

 エキスパートヒントにアクセスする

1. メニューボタンを押します（図 3-18）。

図 3-18
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上部メニューから画面がスライドして開きます。

2. 左右（矢印）ボタンで、ツールバーから設定アイコンを選択します（図 3-19）。

3. Y ボタンを押して、メニューを開きます。

図 3-19 設定アイコン

4. 上下方向ボタンを使って、メニューからオプション項目を選択します。

 注意事項 ：

メニューボタンを押すと、いつでもイメージモードに戻ることができます。

5. Y ボタンを押して、選択した設定項目を開きます。
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3.5.1 カラーパレット

異なるカラーパレットのテーマを用いて、色の範囲、コントラスト、明るさを変えることで、物体

の温度の規定がより容易（視認性の向上）になります。メニューから選択できるカラーパレットは 4
種類です（図 3-20）。

上下方向ボタンで、メニューから 1 つを選択します。Y ボタンを押すと選択が有効になり、設定メ

ニューに戻ります。

図 3-20 カラーパレット設定メニュー

3.5.2 ブライトネス （明るさ）

Brightness（明るさ）設定では、画面のライティングレベルの設定ができます（図 3-21）。

明るさの設定は、上下方向ボタンを用いて行います。上下ボタンを押すごとに、点灯レベルが段階的

に 10％ずつ変化します。

N ボタンを押すと、設定メニューに戻ります。

図 3-21 ブライトネス（明るさ）設定画面
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3.5.3 温度

Temperature（温度）設定メニューでは、測定温度の単位（ºF または ºC）を設定できます（図

3-22）。

上下方向ボタンで、メニューから 1 つを選択します。Y ボタンを押すと選択が有効になり、設定メ

ニューに戻ります。

図 3-22 温度設定メニュー

3.5.4 電源

Power（電源）設定メニューでは、自動電源オフの時間を設定できます。4 つのプリセット項目が提

供されます（図 3-23）。

上下方向ボタンで、メニューから 1 つを選択します。Y ボタンを押すと選択が有効になり、設定メ

ニューに戻ります。

図 3-23 電源設定メニュー
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3.5.5 放射率

サーマルイメージャ―は物体から放射される赤外線を測定し表示します。

（赤外線放射から）正確に温度を測るためには、測定する物体の放射率値を入力しなければなりませ

ん。放射率値は、表示された温度を効果的に計算するために使われます。

放射率とは、物体からの放射量を同じ温度下における完全黒体（放射の基準）からの放射量と比

較したものです。

放射率は（次に挙げる）別の要因によって影響を受けることがありますが、それはこの取扱説明

書で扱う内容の範囲を超えています。

 ╴ コア材料の組成

 ╴ 表面の状態

 ╴ 温度

 ╴ 画像角度

 ╴ 波長

一般的に物体と表面は通常、約 0.1 ～ 0.95 の範囲内の放射率を示します。スムーズな（非酸化の）

表面を持つ物体は通常 0.05 ～ 0.50 ですが、この数値は表面の粗さや酸化具合によって変わることが

あります。

サーマルイメージャ―には、5 種類の一般的な放射率値がプリセットされています（図 3-25）。用途

に応じて、最適な設定を選択します。

上下方向ボタンで、メニューから 1 つを選択します。Y ボタンを押すと選択が有効になり、設定メ

ニューに戻ります。

図 3-24 放射率設定メニュー
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3.5.6 日付と時間

Date and Time（日付と時間）を選択すると、装置システムの日付と時間を設定することができます

（図 3-25）。

図 3-25 日付と時間設定画面

 システムの日付と時間を設定する

1. 上下方向ボタンを使って Year（年）、Month（月）、Day（日）、Hour（時）、Minute（分）を選択します。

それぞれの選択が終わったら Y ボタンを押して次に進みます。

2. すべての選択が完了後、設定メニューに戻るには N ボタンを、イメージモードに戻るにはメニュー

ボタンを押します。

3.5.7 ナビゲーションヒント

サーマルイメージャ―のメニュー項目の説明のため、画面上には選択されたメニューのナビゲーショ

ン手順に関するナビゲーションヒントが表示されます。それぞれのヒントが表示されるのは、サー

マルイメージャ―の電源をオンにした後の、一度のみです。

設定メニューから Navigation Tips（ナビゲーションヒント）を開くと、自動ナビゲーションヒント

の（有効化）（無効化）を選択することができます（図 3-26）。

上下方向ボタンで、メニューから On または Off のいずれかを選択します。Y ボタンを押すと選択が

有効になり、設定メニューに戻ります。
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図 3-26 ナビゲーションヒント設定メニュー

3.5.8 情報 （工場出荷時の設定にリセット）

About（情報）を選択すると、ハードウェアやソフトウェアのバージョン情報を確認できます（図

3-27）。

設定メニューに戻るには Ok を選択後、Y ボタンを押します。

すべての装置を工場出荷時の設定にリセットする時は Factory Reset（工場出荷時の設定にリセット）

を選択します。

図 3-27 情報画面
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この章の情報やサンプルは、ダイアグノスティック・サーマル・イメージャ―の応用事例の一部を

示しています。

 注意事項 ：

エキスパートヒントには、車両コンポーネントに関する既知の良い、または悪い参照イメージ画像
が含まれています。詳しい情報は、14 ページの「エキスパートヒント」を参照してください。
 

（1/2 ページ）

代表的な自動車のコンポーネントおよびシステムチェック

パワートレイン＆エキゾースト
（全般的な温度チェック）

イグニッションコイルとエキゾーストマニホールド（失火）

触媒コンバータ

プーリー／ベアリング：アイドラ、A/C コンプレッサ、 
オルタネータ、ウォーターポンプなど

デファレンシャルベアリングとオイル

インタークーラー

ラジエータ、サーモスタット、冷却水の流路／ホース／ 
コントロールバルブ

（加熱状態の）アイドルエアコントロール

エンジンブロックヒーター

O2 センサヒーター

グロープラグ

EGR（排気ガス再循環装置）

オイル、トランスミッション、インバーター・クーラー／
ポンプ

電気系統（全般的な温度チェック（オー
プン、ショート、高抵抗条件））

バッテリケーブル、配線、リレー、スイッチ

シートヒーター、ミラー、ワイパー、ハンドル

ウインドウ、シート、ワイパーモータ

オルタネータ充電

リアウインドウのデフロスター

MAF （流入空気量（ホットワイヤ））

ボディ（リークチェック）

キャビン（車室）

ウインドウガラス／ドア

サンルーフ

シャシー＆ブレーキ 
（全般的な温度チェック）

ベアリング

ブレーキロータ／キャリパ

ブレーキドラム

不均一なタイヤの摩耗

パワーステアリングクーラー／ライン

ドライブシャフトセンターサポートベアリング
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代表的な自動車のコンポーネントおよびシステムチェック

HVAC（空調装置）

（全般的な温度やリークチェック）

全般的な HVAC 空調空気供給温度

コンデンサ／コンプレッサ

高圧・低圧ライン（A/C）
ブレンドドア

ヒーターコア

ブロアモータ

4.1 具体例

このセクションでは、サーマルイメージ画像を明確にするために加工しています。画像からは温度、

ターゲットインジケータ、カラーパレット等の表示は取り除いています。

4.1.1 車室内 HVAC リーク

車室を密閉し、ヒーターを全開にすることで、車室内の空気漏れを検出しました。ヒーターで暖め

られた空気がドアシールから漏れ出ているのが分かります。

図 4-1

（1/2 ページ）
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4.1.2 エキゾーストマニホールドの温度バランス

エキゾーストマニホールドを見ることで、失火を素早く確認できます。他と比べると、点火してい

ないシリンダには“冷たい”排気が流れています。

図 4-2

4.1.3 デファレンシャルベアリング

オーバーヒートした（不具合のある）デファレンシャルベアリングは、車両を短時間走らせてから

デファレンシャルを見ることで素早く確認できます。不具合のあるベアリングには過度な摩擦（熱）

が生じるため、ハウジング内で白色や黄色に表示されます。

図 4-3



28

応用事例 具体例

4.1.4 シートヒーターの操作

機能していないシートヒーターのエレメントは、ヒーターをオンにしてサーマルイメージャ―でシー

ト部分を比較することで素早く確認できます。

図 4-4

4.1.5 ウインドウのデフォッガ （曇り除去） ／デフロスト （霜取り） 操作

リアウインドウのデフロスター用ヒーターエレメントの不具合は、エレメントを加熱した後、リア

ウインドウを見ることで確認できます。エレメントの不具合箇所は、ウインドウ上の低温の領域と

して表示されます。

図 4-5
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4.1.6 ホイールベアリング （ハブアッセンブリ）

オーバーヒートした（不具合のある）ホイールハブアッセンブリ用ベアリングは、車両を短時間走

らせてからハブアッセンブリを見ることで素早く確認できます。不具合のあるベアリングには過度

な摩擦（熱）が生じるため、ハブ上で白色や黄色で表示されます。

図 4-6
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この章では、サーマルイメージャ―の一般的なメンテナンス、お手入れ方法とその手順について説

明します。

5.1 保管

サーマルイメージャ―を保護するため、オリジナルの専用ケースに入れて、埃や湿気がなく極端な

温度にさらされない安全な場所に保管してください。

• サーマルイメージャ―は、常温の乾燥した場所以外には保管しないでください。

• 一定期間使わない（長期保管）場合、サーマルイメージャ―からバッテリを外しておいてください。

5.2 クリーニング

サーマルイメージャ―が適切に動作するよう、定期的に次の作業を行ってください。

• 使用前後には、ハウジング、ディスプレイや操作装置に汚れや損傷がないか点検してください。

• 水で湿らせた柔らかい布と薄めた洗剤を使って、サーマルイメージャ―本体とディスプレイを拭

いてください。

 重要事項 ：

研磨剤を含む洗剤や自動車用の化学薬品は使用しないでください。

 重要事項 ：

イメージャ―ウィンドウをクリーニングするには、30％以上のイソプロピルアルコールを含み、最
低 96％のエチルアルコールで構成された専用のレンズクリーニング液のみご使用ください。
溶液でウィンドウを拭く時には必ず綿棒を使ってください。ウィンドウのクリーニングには細心の
注意を払ってください。指でウィンドウに触れるのは避けてください。場合によっては指の埃や油
分で反射防止コーティングがはがれ、ウィンドウが損傷することがあります
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5.3 バッテリーパック

バッテリーパックを取り扱う際には、必ず安全性に関するガイドラインの指示に従ってください。

この取扱説明書やサーマルイメージャ―に付属する Important Safety Instructions（重要な安全の手引

き）に示される安全に関するすべての情報と指示をよく読んで理解し、これらの指示に従ってくだ

さい。

感電事故が起きる危険性があります。

• バッテリーパックをリサイクルする際は、 露出している端子を絶縁テープ等で保護し、 ショート （短絡）

が発生しないようにしてください。

• バッテリーパックを取り外す際は、 電源をオフにしてください。

• バッテリーパックを分解したり、 バッテリ端子の突起、 あるいは端子を保護している構成部品を取り外さ

ないでください。

• 診断機器やバッテリーパックを、 雨、 雪、 あるいは湿度の高い場所には放置しないでください。

• バッテリ端子をショート （短絡） させないでください。

感電事故が発生し、ケガをする危険性があります。

爆発事故が起きる危険性があります。

• 専用の Snap-on リチウムイオンバッテリのみを使用してください。 その他のバッテリや電源アダプタは

使用しないでください。 不適切な代替品を使用して充電したり、 バッテリーパックを改造したりすると爆

発事故が起きる危険性があります。

爆発事故によって人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

5.3.1 安全性に関するガイドライン

 重要事項 ：

バッテリーパックには、整備可能な構成部品は含まれていません。バッテリーパックの端子やハウ
ジングに手が加えられた場合、製品への保証は無効となりますのでご注意ください。

バッテリーパックの使用／取り扱いの際には、以下の点に留意してください。

• バッテリ端子をショート（短絡）させないでください。

• サーマルイメージャ―やバッテリーパックを水に浸さないでください。またサーマルイメージャ

―やバッテリーパックの中に水を浸入させないでください。

• バッテリーパックへの加圧／分解／改造は絶対にしないでください。

• 100 ºC（212 ºF）を超える温度にバッテリーパックを加熱させないでください。また、バッテリー

パックを火中に投じないでください。

• バッテリーパックに過度の物理的な衝撃や振動を加えないでください。

• バッテリーパックは、お子さまの手が届かない場所に保管してください。

• 誤った方法で使用された形跡がある、あるいは損傷の跡があるバッテリーパックは使用しないで

ください。

• 適切な充電器を使用して充電してください。

• 改造の痕跡または損傷のある充電アダプタは決して使用しないでください。

• バッテリーパックは指定された製品にのみご使用ください。

• バッテリーパックは涼しくて乾燥し、換気状態が良好な場所に保管してください。
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5.3.2 充電

サーマルイメージャ―の動力源は内蔵されている充電式バッテリーパックで、充電器が内蔵されて

いるため、電源に接続すればいつでもバッテリの充電ができます。完全に充電したバッテリーパッ

クを使うと、最長で 4 時間の連続動作が可能です（明るさ設定値 50％）。

なるべく長期間にわたりバッテリを使用できるように、サーマルイメージャ―を使用しない時は電

源をオフにしてください。

 重要事項 ：

イメージャ―本体上部の USB ジャックとマイクロ SD カードスロットには保護カバーがついていま
す。操作中は常に保護カバーを使ってジャックとスロットを閉じてください。保護カバーを外すの
はバッテリの充電時、またはマイクロ SD カードを取り外す時のみです。操作時に保護カバーを外
すと静電気放電が発生し、サーマルイメージャ―がリセットする場合があります。この場合、サー
マルイメージャ―はリセット後に損傷することなく通常動作に戻ります。

 注意事項 ：

自己放電による充電量の低下を防ぐため、バッテリーパックは充電が完了した後、短期間の内に（お
よそ 30 日以内に）使用してください。

 バッテリーパックを充電する

1. サーマルイメージャ―上部の保護カバーを外します。

 注意事項 ：

（図 5-1）では、分かりやすさを優先し、マイクロ SD と USB ジャック用の保護カバーは表示してい
ません。

2. サーマルイメージャ―にバッテリーパックが装填された状態で、USB ケーブルをサーマルイメー

ジャ―上部のマイクロ USB ジャックに接続します（図 5-1）。

1– バッテリ充電 LED インジケータ

2– マイクロ USB ジャック （USB 電源供給接続）

3– マイクロ SD カード 
図 5-1 外観（上部）

 重要事項 ：

必ず付属の USB 電源アダプタを使用してください。承認されていない電源アダプタを使用すると、
機器が損傷するおそれがあります。

3. USB ケーブルを USB 電源アダプタに接続します。

4. USB 電源アダプタを AC コンセントに接続します。
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 注意事項 ：

バッテリーパックは、USB ケーブルが PC に接続されている時にも（PC の USB 電源供給を通じて）
充電されます。

5. サーマルイメージャ―上部にあるバッテリ充電 LED が充電中に表示されます。（図 5-1）

（画面右上の）バッテリーレベル表示アイコンは、バッテリの充電レベルと充電中であることを示し

ます。

表 5-1 バッテリーアイコン

アイコン 機能

バッテリフル充電レベル - 内蔵型バッテリパックから電力が供給されていることを示

します。充電量が少なくなるに従って、バーの数が減っていきます。

バッテリ充電レベルが残り約 10 分のレベルまで落ちると、アイコンが点滅し USB
電源アダプタへの接続を催促します。チャージャに接続されないと、装置はそのま

ま動作を続け、充電がなくなったら自動的に電源が切れます。シャットダウンの前

に“Low Battery - The unit will power down in 30 seconds, please connect to a charger.（低

バッテリ - 装置の電源があと 30 秒で切れます。チャージャに接続してください。）”

という警告メッセージが表示されます。

外部電源接続中 - USB 電源アダプタからバッテリーパックに電力が供給されている

ことを示します。

 注意事項 ：

バッテリーパックに充電することができなくなった場合は、お買い求めの販売店にご連絡の上、新
品のバッテリをお買い求めください。

6. 終了したら、保護カバーを閉じておきます。
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5.3.3 取り外し／取り付け

 重要事項 ：

バッテリーパックは、必ず Snap-on 純正の交換用バッテリーパックをお買い求めください。

 バッテリーパックを取り外す

1. マイナスドライバー等の先端をバッテリーパックカバー下部にあるノッチ（切込み）に当て、て

この要領で軽く持ち上げます（図 5-2）。

1– バッテリーパックカバー

2– ノッチ （切込みー持ち上げて外す）

3– バッテリーパック

4– ロック用タブ

図 5-2

2. バッテリーパックを慎重に持ち上げ、バッテリに接続されているリードコネクタリリースタブを

押して、バッテリをコネクタから外します（図 5-3）。

 重要事項 ：

バッテリーハーネスは、ハウジングから引き出さないでください。
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図 5-3

 バッテリーパックを取り外す

1. バッテリーパックにコネクタを挿入し、固定されるまで（クリックの感触があるまで）押し込み

ます。

 注意事項 ：

バッテリーパックに充電することができなくなった場合は、お買い求めの販売店にご連絡の上、新
品のバッテリをお買い求めください。

2. バッテリーパックをハウジングに取付ける際に、同時に伸びている緩んだハーネスもハウジング

内に入れ込みます（図 5-4）。

図 5-4
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3. バッテリーカバーを取り付けます。ロック用タブがカバーとかみ合うまで押し付けます。（図

5-5）

図 5-5

 注意事項 ：

バッテリを外して再度取り付けたら、日付と時間は再度設定しなおしてください。

5.3.4 交換用バッテリの注文

交換用のバッテリをご注文の際は、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

 重要事項 ：

バッテリーパックは、必ず Snap-on 純正の交換用バッテリーパックをお買い求めください。

5.3.5 バッテリパックの処分

リチウムイオンバッテリーパックは、必ず地域の規定に従って処分してください。適用される規定

の内容は、国や地域によって異なります。バッテリーパックは無害廃棄物で、リサイクル可能な材

料が含まれています。バッテリーパックをリサイクル業者に引き渡す場合は、地域、国、および国

際的な慣例や規定に従ってください。詳細な情報については、以下にお問い合わせください：

• 北米—Rechargeable Battery Recycling Corporation（充電式バッテリリサイクル社）（RBRC）、ウェ

ブサイト：http://www.rbrc.org または http://www.call2recycle.org、電話：1(800) 822-8837（米国）

WEEE のロゴを有した製品（図 5-6）には、欧州連合の規定が適用されます。

図 5-6 WEEE のロゴ例

 注意事項 ：

廃棄物は、必ず自治体・地域の規定に従って処分してください。

詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
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第 6 章 トラブルシューティング

この章では、サーマルイメージャ―使用時に起こりえる問題のトラブルシューティングや想定され

る解決策を説明します。

1.1 トラブルシューティング一覧

表 6-1

トラブルの内容 解決策

電源がオンにならない

a.) バッテリが入っていない、または接続されていない。バッテリを

取り付けるか、一度バッテリを取り外して再度取り付けしなおし、確

実に接続してください。

b.) バッテリが放電している、またはバッテリに不具合がある。バッ

テリを再充電するか、完全に充電されたバッテリと交換してください。

バッテリの持ちが悪い
a.) バッテリに不具合があるおそれがあります。バッテリーパックを

交換してください。

画像がほとんど、または全

く表示されない

a.) カラーパレットの設定が正しくない。カラーパレットの設定を変

更してください。

b.) 放射率の設定が正しくない。放射率の設定を変更してください。

c.) イメージャ―ウィンドウに結露またはゴミがある。ウィンドウを

きれいにする、あるいは結露がなくなるまで常温の乾燥した場所に置

いてください。

測定温度が正しくない

a.) 放射率の設定が正しくない。放射率の設定を変更する。

b.) イメージャ―ウィンドウに結露またはゴミがある。ウィンドウを

きれいにする、あるいは結露がなくなるまで常温の乾燥した場所に置

く。

温度測定表示が反応しない

a.) “＞”の不等号が中心域温度（平均）の前に表示された場合、測定

温度の上限に達したことを示しています（例：>840 ºF (>450 ºC)）。
b.) サーマルイメージャ―が自動キャリブレーション（校正）を実行

している可能性あります。数秒間待って再度試し、まだ反応がなけれ

ば一度電源をオフにして再びオンにしてください。

画像が保存されない

マイクロ SD の容量がいっぱいな状態でスクリーン・キャプチャート

リガーが押されると、前回保存した画像が消去されます。操作を再開

するには、マイクロ SD から画像を消去するか、PC に移動してくだ

さい。

“Disconnect the USB cable 
from the PC and retry（USB
ケーブルを PC から抜いて再

度試してください）”、また

は“Unable to save image（画

像を保存できません）”とい

うメッセージが画面に表示

される

サーマルイメージャ―が USB ケーブルを介して PC に接続されている

時には、画像の保存や閲覧はできません。USB ケーブルが PC に接続

されている時にスクリーン・キャプチャートリガーが押されたりギャ

ラリーのアイコンが選択されたりした場合、エラーメッセージが表示

されます。操作を再開するには、PC から USB ケーブルを外してくだ

さい。

“microSD card is not installed
（マイクロ SD カードが挿入

されていません）”という

メッセージが表示される

画像の保存とエキスパートヒントの閲覧には、マイクロ SD カードが

挿入されている必要があります。付属のマイクロ SD カードを挿入し

てください。
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