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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）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。
ご利用になる方の安全確保のため、すべての指示をお読みください。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ーのみ、ご使用ください。
この製品は、適切な教育を受けた専門的な技術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。
車両の整備手順、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
るその他の方、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。
この機器を使用する前に、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、これらの指示に従ってください。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
のパーツやアクセサリー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
• 屋内での使用を想定しています。
• この製品は、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。

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 :

危険
回避しないと、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。

警告
回避しないと、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。

注意
回避しないと、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。
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安全について 安全に関する情報の表記について

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。

安全に関する情報の表記例
警告

感電事故が起きるおそれがあります。
• 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丈夫な絶縁テープで
保護し、ショート（短絡）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前に、全てのテストリードを外して診断ツールの電源を
オフにしてください。

• バッテリーを分解したり、バッテリー端子の突起部品や端子を保護している構成部
品を取り外したりしないでください。

• 診断機器やバッテリーパックを、雨や雪、湿度の高い場所に放置しないでください。
• バッテリーの端子をショート（短絡）させないでください。
感電事故が発生して、ケガをするおそれがあります。

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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この取扱説明書の使い方

ハイパーリンク
この説明書には、関連項目や手順、ウェブサイトなどに素早く移動することのできるハ
イパーリンク機能があります。青色の文字でハイパーリンクを示しています。
ハイパーリンクの文章例：http://diagnostics.snapon.com

ページナビゲーションコントロール
この取扱説明書には、以下のページナビゲーションコントロール類が各ページの上部に
置かれています。ツールバーのビューア（閲覧）コントロールアイコンと併用して、ペー
ジを操作することが可能です。

アイコン 説明
クイックリンク
メニュー 目次（TOC）のクイックリンクメニューに移動します。クイックリンクからは、

この説明書の主要な項目にジャンプすることができます。

戻る
クリックすると、前のページに戻ります。

進む
クリックすると、次のページに進みます。

コンテンツ
重要事項

この説明書は、P1000によるオートバイのスキャン作業について説明していま
す。自動車のスキャン作業の場合、ETHOS Edge の取扱説明書（https://www.
snapon.com/diagnostics/us/UserManuals）を参照してください。

この取扱説明書では、診断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、ツールの基礎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。

表記について
以下の表記を使って表しています。

用語
この説明書で使われている「車両」は、オートバイのことを説明または参照しています。
「Scanner（スキャナー）」や「Scanner function（スキャナー機能）」では、診断ツール
のスキャナー機能を説明します。
表記例
• ホーム画面から、Scanner（スキャナー）を選びます。
• スキャナー・メインメニューから Continue（続ける）を選びます。
• スキャナー機能に、多くの診断テストが用意されます。
「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。
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この取扱説明書の使い方 注意事項と重要事項

表記の例は、次の手順を省略して示したものです：Brightness（明るさ）を選びます。
1. Brightness（明るさ）に移動し、ハイライト表示します。
2. “OK” または同等のボタンを選びます。

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（ナビゲーション）
を略して示しています。
表記の例は、次に進む手順を記号で示したものです：Tools（ツール） > Connect-to-PC
（PC に接続）を選択します。

1. ホーム画面から、Tools（ツール）を選びます。
2. ツールメニューの “Connect to PC” を強調表示にします。
3. Connect-to-PC を選びます。

矢印（◀、▶、▼、▲）は、ナビゲーション操作の際に使う、方向矢印ボタンの 4 つの
方向を示す記号です。
例：▼（ダウン）矢印を押します。

太字体
太字体は、操作ボタンやアイコン、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：OK ボタンを押します

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
…の追加情報を表しています。

重要事項
「重要事項」では、回避しないと、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
診断ツールが車両の ECM と通信している際には、データケーブルを外さないでく
ださい。

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。

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. Graph（グラフ）アイコンを選びます。
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。
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クイックガイド第 1章 

診断ツールのシリアル番号とソフトウェアバー
ジョンの確認
診断ツールのシリアル番号は、診断ツールのハウジングの背面に記載されています。また、
System Information（システム情報）の画面（Tools（ツール） > System Information（シ
ステム情報））で確認することも可能です。詳しくは 37 ページの「システム情報」を参
照してください。
System Information（システム情報）の画面（Tools（ツール） > System Information（シ
ステム情報））では、診断ツールのソフトウェアバージョンも確認できます。詳しくは
37 ページの「システム情報」を参照してください。

お問い合わせ
電話 /メール　技術支援

1-800-424-7226 / diagnostics_support@snapon.com

または、オンラインのお問い合わせフォームを使用してください。
- https://www1.snapon.com/diagnostics/us/Contact

ウェブサイト：
スナップオン 故障診断機器とインフォメーション

• http://diagnostics.snapon.com
マニュアル / 技術情報 -取扱説明書は、最新の記載情報を保つために定期的に改訂さ
れます。取扱説明書の最新版やその他の関連文書は、次の HP からダウンロードして
ください。

• http://diagnostics.snapon.com/usermanuals

その他のエリアでの技術サポートは、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

ショップストリーム コネクト
PC上で利用可能な無償ソフトウェア、ShopStream Connect（ショップストリームコネ
クト）をダウンロードして使用すると、スナップオン診断ツールに記録されている内容を
印刷、転送、保存、管理、再表示、注釈付け、メール送信することが可能です。詳しくは
50 ページの「ShopStream Connect ™」を参照してください。
ウェブサイト URL－ http://diagnostics.snapon.com/ssc

データ印刷とスクリーンショット
ShopStream Connectを使用して、コードスキャンレポート、データファイル、診断ツー
ルからのスクリーンショットが印刷できます。50 ページの「ShopStream Connect ™」
を参照してください。

アクセサリー
利用可能なスマート車両インターフェース（SVI）アダプター：

• ハーレーダビッドソン（HAR-2）
• BMW（BM-2）
• インディアンおよびヴィクトリー（POL-1）
• ドゥカティ（DUC-1）
• スズキ（SUZ-1）
• ホンダ（HON-2）
• カワサキ（KAW-1）および（KAW-2）
• ヤマハ（YAM-1）

 注意事項
上記リスト内の項目は変更する場合があります。その他のオートバイメーカー用のス
マート車両インターフェース（SVI）アダプターについては、お近くの営業担当者にお
問い合わせください。

Interactive Accessories Catalog（インタラクティブアクセサリーカタログ）で、ご希望
の診断ツール用アクセサリーを探すことができます。http://diagnostics.snapon.com
にアクセスし、Search（検索）フィールドに accessories catalog（アクセサリーカタログ）
と入力してください。
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概要第 2章 

P1000™は、オートバイおよび自動車用に設計された多機能診断ツールです。

重要事項
この説明書は、P1000によるオートバイのスキャン作業について説明しています。
自動車での作業の場合、ETHOS Edgeの取扱説明書（http://diagnostics.snapon.
com/usermanuals）を参照してください。

この章では、基本的な操作ボタンなどの位置、診断ツールの電源の供給方法、および基
本的な仕様について説明しています。

主な項目へのリンク
• 基本的な特徴 2ページ
• 診断ツールの電源 3ページ

 ‒ 車両電源 3ページ
 ‒ 内蔵バッテリーパック 3ページ
 ‒ ACパワーサプライ（電源供給装置） 4ページ

• 技術仕様 4ページ

2.1 基本的な特徴

1 — タッチスクリーン
2 — コントロールパネル

図 2-1 前面

1 — ビルトイン・スタンド － 診断ツール背面にある内蔵型のスタンドを開閉できます。
2 — バッテリーパックカバー
3 — バッテリーパックカバー・スクリュ

図 2-2 背面
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概要 診断ツールの電源

データ通信ケーブルや AC電源用のコネクターおよびジャックは、診断ツールの上面に
配置されています。

図 2-3 上面

1 — AC 電源供給ジャック－ AC電源を接続します。
2 — バッテリー・ステータスインジケータ LED
3 — Mini-b USB ジャック－ USBケーブルを接続し、保存されたデータファイルを

PCに転送します。
4 — マイクロ SD（セキュアデジタル）カード－オペレーティングシステムのプログ

ラムが含まれています。
重要事項　この装置を操作するには、マイクロ SDカードの装着が必須です。装置の電
源が入っている時は、マイクロ SDカードを抜かないでください。

5 — データケーブルコネクタ－データケーブルを介して、診断ツールをオートバイの
診断コネクターに接続します。

2.2 診断ツールの電源
診断ツールは、次の電源から電力を受けることができます :

• 車両電源
• 内蔵バッテリーパック
• ACパワーサプライ（電源供給装置）

2.2.1 車両電源
診断ツールは、車両から電力を受けることができます。ほとんどのオートバイには、診
断コネクターに車両のバッテリー電源（B+）があります。診断ツールをデータケーブル
でオートバイの診断コネクターにつなぐと、診断ツールに電力が供給されます。
データケーブルの DLC側コネクターには緑色の LEDがあり、ケーブルに電力が供給さ
れると点灯します。LEDが点灯しない場合、データケーブルが適切に接続されているか

を確認し、それでも点灯しない場合はオートバイの診断コネクターの電気系統を確認し
てください。データケーブルの追加情報は、13 ページの「データケーブルの接続」を
参照してください。
診断コネクターのバッテリー電源（B+）が使用できないオートバイのモデルをテストす
る場合、付属の電源アクセサリーケーブルを使用してください。

重要事項
診断ツールが車両と通信しているときは、電源アクセサリーケーブルを接続しない
でください。

2.2.2 内蔵バッテリーパック
診断ツールは、内蔵型の充電式バッテリーパックから電源をとることができます。標準
のバッテリーパックをフル充電した状態であれば、連続約３時間、電力を使うことがで
きます。バッテリーパックの取り外しおよび取り付け手順は、58 ページの「バッテリー
パックの取り外し /取り付け」を参照してください。

バッテリーパックの充電
データケーブルを使って診断ツールへ接続すると、バッテリーへの充電がいつでも行う
ことができます。付属の AC電源アダプタを接続することで、バッテリーの充電を行う
ことができます。
AC電源アダプタを診断ツール上面にある AC電源ジャックへ差し込むと充電が開始さ
れます。

重要事項
必ず付属の AC電源アダプタを使用してください。診断ツールが車両と通信してい
る時は電源を接続しないでください。
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概要 技術仕様

上面にある LEDは、診断ツールに DC電力が供給されていることを表しています。

バッテリーステータス 説明

緑色－バッテリーがフル充電されているか、AC電源から電力が供給さ
れている状態です。

赤色－バッテリーは充電中です。

オレンジ色－バッテリーについて表示しています。ほとんどの場合、バッ
テリー温度の過度の上昇（104ºF／ 40ºC以上）により、充電ができな
くなっている状態を示しています。装置の温度が低くなるのを待ち、操
作を再開してください。

2.2.3 ACパワーサプライ（電源供給装置）
診断ツールは、AC電源を使用して家庭用電源コンセントから電力を受けることができ
ます。ACパワーサプライ（電源供給装置）は、交流（AC）を直流（DC）に変換して
診断ツールに電力を供給します。AC電源の出力ケーブルのジャックを、上面にある DC
電源入力ジャックに接続します。必ず、付属の AC電源アダプタをご使用ください。

重要事項
診断ツールが車両と通信を行っている時には、絶対にオプションの電源ケーブルや
AC電源アダプタを接続しないでください。

2.3 技術仕様
項目 説明／仕様

タッチスクリーン タッチパネル（抵抗膜式）

ディスプレイ
5.6 インチ対角 , LCD TFT
解像度 640 × 480
24 bit カラー

バッテリーパック
充電式リチウムイオンバッテリーパック
動作時間：約３時間
充電時間：約５時間

オペレーティングシステム
（OS） SMX

プロセッサー Motorola
動作電圧： 入力 10 ～ 30VDC
AC電源定格入力 110 ～ 240VAC, 出力 15VDC - 2A
幅 8.90 インチ（226 mm）
高さ 5.67 インチ（144 mm）
奥行 1.75 インチ（44.5 mm）
重量（バッテリーパックを
含む） 2.1 ポンド（952 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。
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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基本操作とナビゲーション第 3章 

この章では、基本的な操作方法や診断ツールのナビゲーション、スクリーンレイアウト
やアイコンの機能ついて説明します。診断ツールを使用する前に、バッテリーパックが
十分に充電されているか、または AC電源と接続しているかを確認してください。

重要事項
この説明書は、P1000によるオートバイのスキャン作業について説明しています。
自動車での作業の場合、ETHOS Edgeの取扱説明書（http://diagnostics.snapon.
com/usermanuals）を参照してください。

主な項目へのリンク
• 電源のオン／オフと緊急シャットダウン 5ページ
• 操作ボタン 6ページ
• ナビゲーションの基本操作 6ページ
• ホーム画面アイコン 7ページ
• ツールバーの共通制御アイコン 8ページ
• スクリーンメッセージ 9ページ

3.1 電源のオン／オフと緊急シャットダウン
この項では、診断ツール電源のオンとオフと緊急シャットダウンの方法について説明し
ます。

3.1.1 電源オン
診断ツールを手動でオンにするには、電源ボタンを押します（図 3-1）。
以下の場合、診断ツールは自動的にオンになります：
• 導通のある ACパワーサプライ（電源供給装置）が診断ツールに接続されている
• データケーブルがオートバイに接続されている（オートバイの診断コネクターに

12VDCがある場合）

3.1.2 電源オフ

重要事項
電源をオフにする前に、車両で行っているすべての通信を終了します。車両との通
信中に診断ツールの電源を切ろうとすると、警告メッセージが表示されます。通信
中に電源オフを強行すると、車両モデルによってはコントロールモジュールに不具
合が生じる可能性があります。診断ツールが車両の ECMと通信を行っている間は、
決してデータケーブルを外さないでください。

 診断ツールの電源をオフにする
1. N／キャンセルボタンを押すか、Back（戻る）または Home（ホーム）アイコン
を選択してホーム画面に移動します。
該当する場合、ホーム画面が表示される前に、「stopping communication（通信を
停止しています）」というメッセージが短い間表示されます。

2. 該当する場合、オートバイからデータケーブルを外します。
3. Power（電源）ボタンを押します。
画面表示を確認します。

4. Y/✓ボタンを押すか、またはメニューから OKを選んで電源をオフにします。操
作を続ける場合は、N/Xボタンを押すかメニューから Cancel（キャンセル）を選
びます。

3.1.3 緊急シャットダウン

重要事項
通信中に緊急シャットダウンを行うと、車両モデルによってはコントロールモ
ジュールに不具合が発生する場合があります。

通常使用時には、前述の「電源オフ」の手順に従って診断ツールの電源を切ってください。
緊急シャットダウンが必要となるのは、診断ツールのナビゲーションやコントロールボ
タンの応答がない場合、動作に異常が見られる場合のみです。緊急エマージェンシーを
行うには、電源ボタンを約５秒間押したままにすると電源がオフになり診断ツールが強
制終了します。
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基本操作とナビゲーション 操作ボタン

3.2 操作ボタン
右側に４種類のコントロールボタンとサムパッド ロッカー型のマルチ方向ボタンがあり
ます。これ以外の操作は、タッチスクリーンで行います。

図 3-1 前面

項目 ボタン 説明

1
N/X または 
キャンセル 

（プッシュボタン）

• メニュー、またはプログラムを終了します。
• 開いているリストを閉じて、前のメニューに戻りま
す。

• Yes（はい）と No（いいえ）の選択肢が表示され
たときに、No（いいえ）を選びます。

2
Y/✓または 

同意 
（プッシュボタン）

• メニューまたはプログラムから選択できる項目を確
認します。

• 方向ボタンを使って選択（ハイライト）表示した項
目を選択します。

• 次の画面に進みます。
• Yes（はい）と No（いいえ）の選択肢が表示され
たときに、Yes（はい）を選びます。

項目 ボタン 説明

3
方向・矢印 

（サムパッド - 
ロッカーボタン）

それぞれが示す方向にハイライト、またはカーソルを
動かします：
• 上方向（▲）
• 下方向（▼）
• 左方向（◀）
• 右方向（▶）

4
S・ショート 
カット 

（プッシュボタン）

日常的に使用するタスクを様々な機能を割り当てること
が可能です。追加情報については、37 ページの「ショー
トカットボタンの設定」を参照してください。

5
電源・ 

オン／オフ 
（プッシュボタン）

電源のオン／オフをします。また、緊急シャットダウン
をする時は、このボタンを 5秒間押し続けます。

3.3 ナビゲーションの基本操作
3.3.1 ホーム画面レイアウト
ホーム画面はタイトルバーとメインボディで構成され、診断ツールの主要なファンクショ
ンアイコンが含まれています。

1 — タイトルバー
2 — メインボディ

図 3-2 ホーム画面



7

基本操作とナビゲーション ナビゲーションの基本操作

3.3.2 ホーム画面アイコン
ホーム画面上には、使用可能な診断ツールの機能がアイコンで表示されます。ホーム画
面からアイコンを選択して機能を開始します。また、操作ボタンを使ってアイコンを選
択することもできます。目的の機能を方向ボタンでハイライト表示にし、Y／承認ボタ
ンを押して選択します。

ファンクション
名

ファンクション 
アイコン 説明

Scanner 
（スキャナー）

車両の電子制御システムとの通信に使用します。診断ト
ラブルコード（DTC）の読み出しや PIDデータの閲覧、
または診断テストが実行できます。詳しくは、10 ペー
ジの「スキャナー」を参照します。

OBD-II/EOBD

ジェネリック OBD-II/EOBDデータへのアクセスが可能
で、テスト車両を識別することなくテストを実施します
手順については次のユーザーマニュアルを参照して下さ
い。
http://diagnostics.snapon.com/usermanuals

Previous 
Vehicle & Data 

（以前に識別され
た車両とデータ）

診断ツールの設定を以前の識別車両の設定に素早く戻し
たり、保存されたデータファイルへのアクセスができま
す。詳しくは、32 ページの「以前に識別された車両と
データ」を参照します。

Tools 
（ツール）

診断ツールの使い方に応じた調整やその他特殊機能の実
行の際に使用します。詳しくは、36 ページの「ツール」
を参照します。

3.3.3 タイトルバー
画面上部（図 3-2）のタイトルバーには、診断ツールの稼働状態についての基本情報が
表示されます。タイトルバーに表示される内容は、オートバイのメーカーやモデル、使
用中のモジュール、実施中のテストの種類、または選択中のメニュー項目などにより異
なります。なお、タイトルバーに表示されるのは情報のみで、選択可能な項目は表示さ
れません。
タイトルバーの構成要素が表示する情報：
• 実行中の診断ツールの機能
• 現在の時間
• Wi-Fiの信号強度
• 診断ツールに電力を供給している電源とその状態
電源アイコンの左側にリアルタイム時計が表示されます。内蔵バッテリーから電力が供
給されているため、メインのバッテリーパックが放電しても正しい時刻が維持されます。
時刻の設定と表示形式の選択は、Tools（ツール）機能から行います。追加情報は、41 ペー
ジの「Clock Settings（時間の設定）」を参照してください。
タイトルバーには、実行中の機能に応じたその他の情報も表示されます。その他の情報
の例：
• オートバイの識別（ID）
• 実行中のメニューまたは機能名
• 実行中のテスト名
アイコン 機能 アイコン 機能

フル充電レベル－内蔵バッテリーパッ
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と、中の
バーが減っていきます。

外部電源コネクト（接続）－データケー
ブルを経由して、または AC電源から
電力が供給され、バッテリーパックが
充電中であることを示します。

ローバッテリーレベル－内蔵バッテ
リーパックの充電量が低下し、すぐに
充電する必要があることを示します。
バッテリーの充電量が低下した時には
警告メッセージも表示されます。

Wi-Fi 信号強度－ワイヤレスネット
ワーク接続の信号強度を示します。
3本－信号強度良好
1本－信号弱
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基本操作とナビゲーション ナビゲーションの基本操作

3.3.4 ツールバーの共通制御アイコン
次の表では、共通制御アイコンの機能について説明します。特定機能の制御アイコンの
機能については、該当するそれぞれの章をご覧ください。表示される制御アイコンは、
動作中の機能や実施中のテストに応じて変化します。
機能を実行するにはコントロールアイコンを選択します。また、操作ボタンを使って
アイコンを選択することもできます。目的の機能を方向ボタンでハイライト表示にし、
Y／承認ボタンを押して選択します。

アイコン 機能 アイコン 機能

Back（戻る）－ 1つ前に見ていた
画面に戻ります。このアイコンは、
ツールバーの左端に表示されます。

Pause（一時停止）－ オートバイ
からの PID（パラメーター識別）
データが表示されていることを示
します。選択すると、データの収
集が一時停止します。

Home（ホーム）－ ホーム画面に
戻ります。このアイコンはツール
バーの左端で、Back（戻る）ボタ
ンの次に表示されます。

Record（記録）－ 表示されてい
るデータが一時停止中であり、更
新されていないことを示します。
選択すると、データの収集が再開
されます。

Save（保存）－ バッファーメモ
リーに保存されたデータをメモ
リーに保存します。保存したムー
ビー（動画）ファイルを、次の手
順で呼び出しする事ができます。
Previous Vehicles and Data > 
View Saved Data.

Tools（ツール）－ ツールメニュー
を開きます。

一時停止または保存データ（「ムービー動画」）ファイルの再表示中に以下のアイコンを使ってデー
タを操作することができます。

Step Forward（1目盛り進む）－ 
1目盛り毎に進めます。
（注：スキャナーデータの再表示中、
アイコンを押し続けると素早く進
みます。）

Step Back（1目盛り戻る）－ 1
目盛り毎に戻ります。
（注：スキャナーデータの再表示中、
アイコンを押し続けると素早く戻
ります。）

Skip Forward（前にスキップする）
－ 複数目盛り、前に進めます。

Skip Back（後ろにスキップする）
－ 複数目盛り、後ろに戻ります。

3.3.5 スクロールバー
データが表示領域の上下を超えて存在する時は、画面の右端にスクロールバーが表示さ
れます（図 3-3）。

図 3-3 スクロールバー

1 — Beginning（先頭）－ データの先頭に移動
2 — Step up（段階を上に）－ データを 1段階ずつ上に移動。
3 — Slider（スライダー：ポジションインジケーター） － スライダーをドラッグする

と、データをスクロールすることができます。スライダーでは、データ全体の中
での現在の表示位置が相対的に示されます。

4 — Step down（段階を下に）－ データを 1段階ずつ下に移動。
5 — End（最後尾）－ データの最後尾に移動。

キーボード上の上方向（▲）、または下方向（▼）の矢印ボタンを押して、データを一行
ずつ移動させることができます。データを素早くスクロールさせるには、矢印ボタンを
押したままにします。
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3.4 スクリーンメッセージ
3.4.1 スナップオンからのメッセージ
ソフトウェアの更新、アップグレード、およびその他の重要な情報を通知するため、定
期的にメッセージが表示されます。
メッセージが表示された後、ツールの操作を再開するには確認が必要です。Confirm（確
認）または OKを選択して操作を再開してください。
Wi-Fiをオンにすると、スナップオンからのメッセージが受信されます。詳しくは 44 
ページの「Wi-Fi接続／トラブルシューティング」を参照してください。

3.4.2 一般的なシステムメッセージ
画面上に表示されるメッセージは、次の４種類です：

メッセージ 
タイプ 説明

Loading and 
Connecting

（読み込みと接続）

読み込みと接続に関するメッセージは、例えばデータベースからの読み込み、
テストの開始、車両との通信状態の確立など、診断ツールが内部的な処理を行っ
ている際に表示されます。処理が完了すると、メッセージは自動的に消えます。

Confirmation
（確認）

コンファメーション（確認）メッセージは、取り消しができない動作を実行し
ようとする時、あるいは続行するためにユーザーの確認が必要となる動作が選
択された時に表示されます。動作を続ける上で回答が必要なくなった時は、こ
のメッセージが短く表示された後、消えます。

Warning
（警告）

ワーニング（警告）メッセージは、選択された作業を実行すると、取消しでき
ない変更が行われたり、データが消える可能性があることを表示します。続け
るには確認が求められます。

Error
（エラー）

エラーメッセージは、システムエラーまたは手順上に誤りが発生した時に表示
されます。

3.4.3 車両コミュニケーションメッセージ
画面に「no communication（通信なし）」メッセージが表示される場合、何らかの理由
でスキャンツールと車両コントロールモジュール間の通信状態が確立されていません。
次のような状態が発生すると、「no communication（通信なし）」というメッセージが表
示されます：
• スキャナーが、車両との通信リンクを確立することができない。
• 選択されたシステムが車両に備えられていない。
• コネクタが緩んでいる。
• 車両に切れたヒューズが存在している。
• 車両の配線に不具合が生じている。
• データケーブル、またはアダプタの回路に不具合が生じている。
• 車両の識別情報が正しく入力されなかった。
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この章では、スキャナー機能の基本的な使い方を説明します。

Scanner（スキャナー）アイコンは、ホーム画面上にあります。
スキャナー機能により、診断ツールと整備車両のコントロールモジュー
ルとの通信が可能になります。診断テストの実行や診断トラブルコード
（DTC）の確認、車両各システム（例：エンジン、アンチロック・ブレー
キシステム（ABS）、ボディコントロールモジュールなど）からのライブ

データのパラメーター表示が可能です。

重要事項
このマニュアルは、P1000 モーターサイクル用スキャナーの操作のために使用す
ることを目的としています。自動車の操作については、Ethos Edgeの取扱説明書
を参照してください。http://diagnostics.snapon.com/usermanuals

主な項目へのリンク
• スキャナーの概要 10ページ
• スキャナーのデモンストレーションモード 11ページ
• 機能とアイコン 12ページ
• スキャナー－開始／停止 11ページ
• スキャナーコントロールアイコン 12ページ
• スキャナーの基本操作（かんたんスタート） 13ページ
• データケーブルの接続 13ページ
• 車両の識別 /システム選択 14ページ
• システムメインメニュー・オプション 16ページ
• コード－表示／スキャン／保存 17ページ
• Code Scan（コードのスキャン） 17ページ
• データの表示と保存 20ページ
• トリガーを使用する 27ページ
• トリガーの説明と機能 27ページ
• Functional Tests（機能テスト） 30ページ

4.1 基本操作
4.1.1 スキャナーの概要
スキャナーは、コントロールモジュールと通信して診断トラブルコード（DTC）やパラメー
ターデータ（PID）、機能テストなどにアクセスするためのメニュー形式のアプリケーショ
ンです。操作方法は、指先または操作ボタンを使って画面上のメニューを選択し、目的の
データ、テスト、または機能にアクセスします。
続行する前に追加の入力が必要な場合、画面にメッセージが表示されます。メッセージの
種類は、次の 3通りです：確認、警告、エラー。

• Confirmation（確認）メッセージ－取り消しができない動作を実行しようとする時、
あるいは続行するためにユーザーの確認が必要となる動作が選択された時に表示さ
れます。続行するのにユーザーの応答が不要な場合、このメッセージは短い間表示
され、その後自動的に消えます。

• Warning（警告）メッセージ－選択された作業を実行すると、取り消しできない変更
が行われたり、データが消える可能性があることを表示します。

• Error（エラー）メッセージ－システムエラーまたは手順に関するエラーが発生した
時に表示されます。
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4.1.2 スキャナーのデモンストレーションモード
スキャナーのデモンストレーションモードを使うと、オートバイに接続せずにスキャナー
の各機能を実行して試すことができます。

 スキャナーのデモンストレーションモードを使う：
1. ホーム画面で Scanner（スキャナー）を選択します。
2. 車両のMake（メーカー）メニューから Demonstration（デモンストレーション）
を選択します。

重要事項
デモンストレーションモードを使用している間は、診断ツールをオートバイに接続
しないでください。

3. シミュレーションをした車両の ID（識別）プロセスを始めます。表示内容に従っ
てオートバイの識別情報を入力し、OKを選択して確認します。デモンストレー
ション用のオートバイは、2017-H, CVO Limited (FLHTKSE)-TE 114 cu in. (Twin 
Cooled Milwaukee Eight)-Fです。

4. 「Demo mode: Do not connect to vehicle.（デモンストレーションモード：車両に接
続しないでください。）」という警告メッセージが表示されます。Continue（続行）
を選択します。

5. System（システム）（例：Engine（エンジン）、ABS、Body Control Module（ボディ
コントロールモジュール）など）を選択します。System（システム）メニューには、
テスト時のそのオートバイが対応する全てのシステムが表示されます。

6. Function／ Test（機能／テスト）を選択します。選択されたシステムに応じて、
異なる選択肢が表示されます。例：Codes Menu（コードメニュー）－トラブルコー
ドの表示、Codes Scan（コードスキャン）－全てシステムをスキャンしてトラブ
ルコードの有無を確認、Data Display（データ表示）－エンジンパラメーター（PID）
の表示、Functional Tests（機能テスト）－コンポーネントの双方向テストを実行。

4.1.3 スキャナー－開始／停止
 スキャナー機能を開始する：
1. ホーム画面で Scanner（スキャナー）のアイコンを選択します。
車両の ID（識別）プロセスを始めます。診断ツールとオートバイの通信を適切に
確立し正しいデータを表示させるには、オートバイを正しく識別する必要がありま
す。

2. 画面上の指示に従ってオートバイを識別し、データケーブルを接続します。詳しく
は 14 ページの「車両の識別 /システム選択」を参照してください。

 注意事項
通信が途中で切断されると、車両の電子制御モジュール（ECM）が損傷するおそれが
あります。テスト中は、データケーブルが常に適切に接続されていることを確認して
ください。テストケーブルを取り外す前またはツールの電源を切る前には、必ず全て
のテストを終了してください。

車両との通信がリンクしているときは、スキャナーは開いた状態に維持され、スキャナー
のテストを終了し、診断ツールの電源をオフにするには、必ずこの通信リンクを遮断して
おきます。スキャナーが車両との通信を行っている間にシャットダウンしようとすると、
警告メッセージが表示されます。

 スキャナーを終了する：
1. データ画面で、ツールバーの Back（戻る）アイコンを選びます。
「stopping communication（通信を停止しています）」というメッセージが短く表示
され、その後に Data Menu（データメニュー）が開きます。

2. Data Menu（データメニュー）から、ツールバーの Back（戻る）アイコンを選
びます。
“stopping communications”（通信を停止中）というメッセージが再び表示された後、
メインメニューが開きます。メインメニューが開いたら通信は終了しているので、
ホーム画面に戻って診断ツールの電源を切ることができます。
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4.2 機能とアイコン
4.2.1 スクリーンレイアウト

1 — タイトルバー－実行中のテスト、車両情報、診断ツールの状態を表示します。タ
イトルバーは全ての機能で表示されますが、情報のみを表示し、選択可能な項目
は表示しません。詳しくは 7 ページの「タイトルバー」を参照してください。

2 — ツールバー－コントロールアイコンが置かれています。
3 — メインボディ－メニュー、コード結果、PID（パラメーター識別）などを表示します。

図 4-1 スクリーンレイアウト

4.2.2 スキャナーコントロールアイコン
ツールバーには、コントロールアイコンが表示されています。ツールバーに表示されるの
は、選択中の機能／テストモードに対して有効または利用可能なコントロールアイコンの
みです。アイコンが選択されると、反転（ハイライト）表示されます。ここで記載されて
いない他のコントロールアイコンについては、8 ページの「ツールバーの共通制御アイ
コン」を参照してください。

アイコン 機能 アイコン 機能
Pause（一時停止）－ 車両から
の PID データが表示されます。
Pause（一時停止）を選択すると、
データの収集を一時停止します。

Custom Data List（カスタムデー
タリスト）－ データ一覧に表示す
るパラメータを選択するためのメ
ニューが開きます。

Clear（クリアー）－ バッファー
内のすべてのデータが消去され、
新たに記録を開始します。選択す
ると、Confirmation（確認）メッセー
ジが開きます。

Change View（表示切替え）－ 画
面の表示モードを、パラメータ一
覧とデータグラフ間で切り替えま
す。

Trigger（トリガー）－ バッファー
メモリーからファイルに PID デー
タを自動的に保存するしきい値を
設定、作動、クリアするメニュー
を開きます。

Lock/Unlock（ロック／ロック解
除）－ 強調表示したパラメーター
を、ロックまたはロックを解除し
ます。ロックしたパラメーターは
一覧の最上位に移動し、データ全
体を閲覧してもスクロールしませ
ん。

Zoom（ズーム）－ 表示されたデー
タの表示値を増減させます。

Sort（ソート）－ データパラメー
ターを画面上に一覧表示する順序
を決めます。
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4.2.3 スキャナーの基本操作（かんたんスタート）
ここでは、かんたんスタートのガイドとして、スキャナーの基本的な操作手順を列記しま
す。操作の詳細については、本章内の補足情報を参照してください。

 はじめに（基本操作）

 注意事項
メニュー、選択項目、手順は、オートバイのメーカーおよびモデルによって異なります。

1. ホーム画面で Scanner（スキャナー）を選択します。
2. 表示内容に従ってオートバイを識別し（例：メーカー、年式、車両モデル）、OK
を選択して確認します。

3. 画面の指示に従って、DA-5データケーブルとスマート車両インターフェース（SVI）
をオートバイの診断コネクターに接続します。詳しくは 13 ページの「データケー
ブルの接続」を参照してください。

4. イグニッションをオンにして Run（走行）スイッチを入れるか、エンジンを始動し
ます。

 注意事項
オートバイと診断ツール間の通信を確立する際には、SVIおよび DA-5 ケーブルの
LEDが点灯していることを確認してください。

5. 画面の指示に従って System（システム）（例：Engine（エンジン）、ABS、Radio（ラ
ジオ）など）を選びます。

6. Function ／ Test（機能／テスト）（例：Codes Menu（コードメニュー）、Code 
Scan（コードスキャン）、Data Display（データ表示）、Functional Tests（機能テスト）
など）を選択します。詳しくは 16 ページの「システムメインメニュー・オプショ
ン」を参照してください。

 注意事項
診断ツールがオートバイと通信している時には、タイトルバーにアイコンが表示されます。

アイコン 機能

スキャナーが通信中であることを示します（タイトルバーに表示）。

4.2.4 データケーブルの接続

 注意事項
画面上にデータケーブルの接続手順が提供されます。

例として、図 4-2 では、付属の DA-5データケーブルとハーレーダビッドソン用のスマー
ト車両インターフェース（SVI）である HAR-2を使用したデータケーブル接続を表示して
いますが、他のメーカーでも方法はこれと同様です。

スマート車両インターフェース（SVI）
（例：ハーレーダビッドソン用HAR-2）

(LED)電源インジケーター
（下記の注意事項を参照）

DA-5 データケーブル

故障診断機へ

４ピンと６ピンコネクター
(ハーレーダビッドソンのみ）

アプリケーションはモデルに応じて

モーターサイクル用診断コネクタへ

図 4-2 

 注意事項
その他のオートバイメーカー用のスマート車両インターフェース（SVI）アダプターに
ついては、お近くの営業担当者にお問い合わせください。

1. 画面の指示に従って、スマート車両インターフェース（SVI）をオートバイの診断
コネクターに接続します。
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 注意事項
SVIは、通信をするために 12VDCの電源を必要とします。電力は通常、オートバイの
診断コネクターから供給されますが、電力が必要な際には付属の 12VDC電源アクセ
サリーケーブル（図示なし）を使用することも可能です。SVIに電力が供給されてい
る場合、LEDが点灯します。

2. DA-5データケーブルを SVIおよび診断ツールに接続します。

 注意事項
オートバイと診断ツール間の通信を確立する際には、SVIおよび DA-5 ケーブルの
LEDが点灯していることを確認してください。

4.2.5 車両の識別 /システム選択
テストに関する適切なデータが表示されるように、車両の特定情報をスキャンツールに入
力します。メニューとナビゲーションは車両により異なります。
車両によっては、車両の識別プロセスで車両情報を手作業にて入力する必要があったり、
車両情報が自動入力されたりすることがあります。次のスキャナー機能を使って車両を識
別することができます：
Auto ID（自動入力） – 車両型式と製造年をマニュアルで入力した後、識別プロセスが自
動的に完了します。
Manual ID（マニュアル操作） – 必要なすべての車両識別基準をマニュアルで入力するこ
とができます。

 次の手順で、車両を識別します。

 注意事項
次の手順は、多くの OBD-II車両に適用されますが、車両によって内容が異なることが
あります。すべての車両が Auto ID機能をサポートしているわけではありません。

1. ホーム画面で Scanner（スキャナー）を選択します。
2. 表示内容に従ってオートバイを識別します（例：メーカー、年式、車両モデル）。

Automatic ID（自動識別）またはManual ID（手動識別）を選択するメニュー項目が表
示される場合があります。

 － Automatic ID（自動識別）（対応している場合）を選択すると一時的に通信画面が
表示され、診断ツールが通信の確立と車両識別の確定を試みていることが通知さ
れます。

車両が識別されると、車両の確認画面が表示されます。車両情報が正しい場合は
OKを選択して続行し、3に進んでください。

車両が自動識別に対応していない場合、診断ツールは車両の識別を試行後、失敗
したことを知らせるメッセージを表示します。この場合、「Manual ID（手動識別）
を選択」に進んでください。

 － Manual ID（手動識別）を選択すると、全ての情報を手動で入力して車両を識別
することが可能です。
画面に表示された内容に従って必要な全ての情報を入力し、車両を識別します。
車両が識別されると、車両の確認画面が表示されます（図 4-3）。車両情報が正し
い場合は OKを選択して続行し、3に進んでください。

図 4-3 確認画面

オートバイが識別されると、オートバイのイグニッションオンとデータケーブルの接
続を促す指示が画面に表示されます。
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オートバイによっては、システムリストの Display Type（表示タイプ）を選択するメ
ニュー項目が表示される場合があります（図 4-4）。
Display Fitted Systems List（装備システムリストを表示）タイプをサポートしてい
るオートバイの場合、Display Fitted Systems List（装備システムリストを表示）と
Display All Systems List（全てのシステムリストを表示）のメニュー項目が表示され
ます。この際、Display Fitted Systems List（装備システムリストを表示）を選択すると、
診断ツールが通信しているシステムのみが表示されます。

図 4-4 

3. 利用可能なシステムまたはオプション項目のメニューが表示されます。システムま
たはオプション項目（図 4-5）を選択して続行します。
初期状態では、システムの選択項目はカテゴリー別に表示されます（例：Audio
／ Video（オーディオ／ビデオ）、Body Controls（ボディコントロール類）、
Instruments（機器類）など）。このモードでは、Common Selections（共通項目）
がリストの上位に位置します。
お好みに応じて、カテゴリー別リスト（図 4-5）と非カテゴリー別リスト（図 4-6）
の表示を、アイコン（図 4-5 の矢印）を選択して切り替えることが可能です。
システム（例：Engine（エンジン）、Antilock Brakes（ABS）など）を選択すると、
診断ツールは選択されたオートバイのシステムとの通信確立を試み、（接続される
と）そのシステムのメインメニューを表示します。詳しくは 16 ページの「シス
テムメインメニュー・オプション」を参照してください。
Code Scan（コードスキャン）の詳細については、17 ページの「Code Scan（コー
ドのスキャン）」を参照してください。

図 4-5 一般的なシステムメニュー（カテゴリー分けされた一覧表示）
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図 4-6 一般的なシステムメニュー（カテゴリー分けされていない一覧表示）

4.3 システムメインメニュー・オプション
システム（例：Engine（エンジン）、Antilock Brakes（ABS）など）を選択すると、診断
ツールはオートバイとの通信確立を試み、（接続されると）システムのメインメニュー（実
行可能なテスト）を表示します（図 4-7）。

図 4-7 一般的なメインメニュー（エンジン）

 － メニューとナビゲーションはオートバイのメーカーとモデルによって異なります。
システムメインメニューの一般的な項目は次のとおりです：

• Codes Menu（コードメニュー）– 車両制御モジュール（ECM）から送られる診断
トラブルコード（DTC）の記録を表示します。選択すると、表示オプションを選択で
きるサブメニューが開くことがあります。詳しくは 17 ページの「Viewing Codes
（コードの表示）」を参照してください。

• Clear Codes（コードのクリア）– ECMに保存されている DTCの記録とその他のデー
タを消去します。いくつかのモデルでは、この項目は Codes（コード）のサブメニュー
に存在しています。詳しくは 17 ページの「Clear Codes（コードのクリア）」を参
照してください。

• Data Display（データ表示）– 車両制御モジュール（ECM）から送られるデータパ
ラメーターに関する情報を表示します。選択すると、表示オプションを選択できる
サブメニューが開くことがあります。詳しくは 20 ページの「データの表示と保存」
を参照してください。

• Functional Tests（機能試験） – 特定のサブシステムや、ガイド付きコンポーネント
試験を実施します。試験の内容は、メーカーとモデルにより異なります。詳しくは
30 ページの「Functional Tests（機能テスト）」を参照してください。

• ECU ID – 選択されたモジュールの固有 ECU情報を表示します。
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4.4 コード－表示／スキャン／保存
4.4.1 Viewing Codes（コードの表示）
システムを選択すると、メインシステムメニューに「Codes（コード）」またはそれに類
した項目が表示されます（図 4-7）。オートバイのメーカーによっては、別の名前が使われ
ている場合もあります（例：Codes Menu（コードメニュー）、Codes Only（コードのみ）、
Codes (No Data)（コード（データなし））、Service Codes（サービスコード）など）。
この機能を選択すると、選択中のコントロールモジュールに保存されている診断トラブル
コード（DTC）のリストが開きます。このコードリストには、DTCとその概要が含まれて
います（図 4-8）。

図 4-8 DTCの結果

追加情報を得たい場合、コードまたは DTC拡張データアイコン（図 4-8）を選択します。
ただし、DTC拡張データアイコンが表示されるのは、オートバイがこの機能をサポートし、
情報が利用可能な場合のみです。
以下は DTC拡張データに含まれる情報の一例です：

• 走行距離計の走行距離
• 発生
• 最初の不具合からのトリップ数
• 最後の不具合からのトリップ数

4.4.2 Clear Codes（コードのクリア）
診断ツールは、ECMメモリーからトラブルコードをクリアします。この項目は、オート
バイがこの機能をサポートしている場合に限り表示されます。

 コードをクリアする :

1. Codes Menu（コードメニュー）で Clear Codes（コードのクリア）を選択します。
コンファメーション（確認）メッセージが表示されます。

2. コンファメーション（確認）メッセージに表示されている条件が満たされているこ
とを確認して、Yes（はい）を選択します。
作業が完了すると、「codes cleared（コードがクリアされました）」というメッセー
ジが表示されます。

3. Continue（続行する）を選択して、Codes Menu（コードメニュー）に戻ります。

重要事項
コードをクリアーすると、全ての一時的な ECM情報が消去されてしまいます。コー
ドをクリアーする前に、重要な診断情報がないかよく確認してください。

4.4.3 Code Scan（コードのスキャン）
Code Scan（コードスキャン）はメインシステムメニューから利用でき、選択するとコン
トロールモジュールをスキャンしてコードの有無を確認します。スキャンの結果はレポー
トにまとめられ、ShopStream Connect™を使ってアクセスおよび印刷することが可能で
す。レポートは、印刷、ダウンロード、またはメールや SNSアプリに添付して他のユー
ザーと共有できます。ShopStream Connect の使用に関する追加情報は、50 ページの
「ShopStream Connect ™」を参照してください。

重要事項
プリ（事前）スキャン／ポスト（事後）スキャンの重要性－多くのシステムはエン
ジン警告灯やその他のインジケーターを点灯させません。修復を行う前にコードス
キャンを実行すると、現在の症状に関連する未知の問題を特定できる場合があり、
トラブルシューティングに役立ちます。

プリスキャンとポストスキャンを実行することで、車両の作業前の状態をレポート
形式で記録し、作業完了後のポストスキャンと比較して、修理が適切に完了したか
どうかを確認することができます。
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 注意事項
コードスキャンの機能と結果は、車両によって異なります。全ての車両がこの機能を
サポートしているわけではありません。

車両の System（システム）メニュー（図 4-9）で Code Scan（コードスキャン）を選択
すると、車両のコントロールモジュールのアクティブスキャンが始まり、コードスキャン
の結果画面（図 4-10）が開きます。

図 4-9 コードのスキャン

スキャンが始まるとアクティブスキャンの進捗状況を示す進捗ステータスが上部に表示さ
れ、完了と同時にコード結果がシステムによって表示されます。
モジュールがスキャンされると、以下の項目が表示されます。内容については、次の項で
説明します。

• Code Scan Toolbar（コードのスキャンツールバー）
• 解析されたシステム（モジュール）の合計数
• 解析されるすべてのシステムを DTCの合計数と共に示すリスト

Code Scan Toolbar（コードのスキャンツールバー）
コードスキャン関連の操作に使用されるアイコンは以下のとおりです：

アイコン 機能

Refresh（リフレッシュ）－コードスキャンデータを再読込します（コードスキャン
を再開します）。

System（システム）－ 選択したシステムのメインメニューを開きます。

Save（保存）－コードスキャンの結果を XMLファイルとして保存します。詳しくは
33 ページの「コードおよびコードスキャン結果の表示」を参照してください。

解析されたシステム（モジュール）の合計数
スキャン時、解析されたシステムの合計数が画面上部に表示されます。

図 4-10 コードスキャンシステムによる結果の合計の分析
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解析されるすべてのシステムを DTCの合計数と共に示すリスト
リストには、スキャンした順に、システムがカテゴリ別に DTCの合計数と共に表示さ
れます。リスト内のシステムのメインメニューを表示するには、システムを選択した後、
System（システム）アイコンを選択します。（図 4-11）

図 4-11 システムアイコン（メインメニューを開く）

コードの保存とコードスキャンの結果

アイコン 機能

保存 -表示されたコードリストの結果を XMLファイルとして保存します。

コードスキャン機能を使用するときや個々のシステムコード（例：エンジンやアンチロッ
ク・ブレーキシステム）を使用する時には、ツールバーで Save（保存）アイコンを選択
すると結果がレポート形式ファイルとして保存されます。

コードスキャンレポートを手動で保存する：
1. コードスキャンを実行します。
2. コードスキャンの完了後、Save（保存）を選択します。ファイルが保存されたという
確認メッセージが表示されます。
メッセージ例：「Saving A2810005.XML（A2810005.XMLを保存しています）」

保存されたファイルは診断ツールで表示可能です－詳しくは 33 ページの「診断ツール
でコードとコードスキャンレポートを表示する」を参照してください。

印刷コードとコードスキャンの結果
コードスキャンレポートと保存されたコードは、ShopStream Connectを使って印刷可能
です－詳しくは 53 ページの「コードスキャンレポートの印刷」を参照してください。

コードスキャンで読み取るすべてのコードをクリアする
Clear All Codes Read by Code Scan（コードスキャンで読み込まれたすべてのコードを
クリア）を選択すると。コードスキャンで読み込まれたすべての車両システムモジュール
からすべての DTCが消去されます。
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4.5 データの表示と保存
Data（データ）または類似のデータメニュー項目（車両メーカーによって異なります）を選
択すると、選択中のシステムの PID（パラメーター識別）データが表示されます（図 4-12）。

図 4-12 データディスプレイ（PIDリスト画面）

データを表示する間、画面のメインセクションは 2つのコラムに分割されます：左側のコ
ラムにはパラメーターに関する説明が、右側のコラムには現在のパラメーター値または状
態が示されます。PIDは、ECMにより送信される順序で一覧表示されます。このため、年式、
メーカー、モデルに応じて違いが発生する場合があります。
ツールバーのコントロールアイコンについては、12 ページの「スキャナーコントロール
アイコン」および 8 ページの「ツールバーの共通制御アイコン」で説明しています。

4.5.1 データバッファについて
診断ツールには、内蔵ストレージメモリーとバッファーメモリーを利用して PIDデータを
収集、格納、保存する機能があります。
データが画面に表示されると、データバッファーが自動的にバッファーメモリーへの格納
を始めます。データバッファーは、Pause（一時停止）、Clear（クリアー）、または Save（保
存）アイコンが選択されるまで継続（データを保存）します。
バッファーメモリーの「総」サイズには、所定の制限があります。従って最大容量に達し
た場合、データバッファーは新しいデータを格納し続けますが、その新しいデータを格納
するスペースを確保するため、一番古い格納データから順に消去されていきます。
Pause（一時停止）を押すと、その時の最新データが利用できる状態になっており、ツー
ルバーのコントロールアイコンを使って再表示することができます。
データバッファーインジケーター（図 4-13、左の矢印）を通じて、格納されているバッファー
データの容量を視覚的に確認することが可能です。このグラフィカルインジケーターは、
バッファーメモリーにどの程度のデータが格納されているかをバーグラフで示します。

図 4-13 

データバッファー位置カウンター（図 4-13、右の矢印）は、次のことを示します：
 － 左の値＝バッファーメモリー内の現在の（表示）データフレームの数値的な位置
 － 右の値＝データバッファーサイズの最大値（例：4000）

データの再表示中（図 4-14）に表示されるバーグラフ上のスライダーは、バッファーメ
モリー全体に対しての、現在の（表示）データの相対的なフレーム位置を示しています。

図 4-14 
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4.5.2 カーソルについて
（PID（パラメーター識別）グラフ画面では）垂直カーソルが自動的に表示され、データの
特定位置に基準ポイントをマークします。
灰色（一時停止／保存）－データの収集中に Pause（一時停止）または Save（保存）を
選択すると、データ上に灰色の垂直カーソルが自動的に表示され、一時停止または保存さ
れた位置を示します。

• Pause（一時停止）を押すたびにカーソルが追加され、Record（記録）を押してデー
タ収集を再開すると表示されます。

• Save（保存）を押すたびにカーソルが追加され、ファイルの保存でわずかに停止し
た後、データ収集が再開すると表示されます。

• カーソルは、全ての PIDで基準マーカーとして表示されます。
• 保存されたデータファイルでも、カーソルは維持され表示されます。
青色（現在の位置）－データの収集中に Pause（一時停止）を選択すると、データ内の
位置を示すインジケーターとして青色のカーソルが表示され、カウンターに現在位置の値
が表示されます。

• カーソルは、全ての PIDで基準マーカーとして表示されます。
• 保存されたデータ量によっては、青色カーソルの初期位置がはるか左側（数値情報
欄の隣）、または右側（スクロールバーの隣）に位置し、見づらい場合があります。
その場合、コントロールアイコン（進む・戻る／スキップする）で、カーソルが見え
るまでデータを移動します。

赤色（PIDトリガー作動ポイント）－トリガーを使用すると、トリガーされた PIDデー
タのトリガーが作動した位置に赤色の垂直カーソルが表示されます。
• 複数の PIDが有効化された場合、赤いカーソルが表示されるのは最初にトリガーさ
れた PIDだけです。

緑色（トリガー作動基準ポイント）－トリガーを使用すると、トリガーされた PID作動
ポイントの標点として、（トリガーされた PIDを除く）全ての PIDに緑色の垂直カーソ
ルが表示されます。
• トリガーが作動すると、赤色と緑色の表示カーソルがグラフデータ内に垂直に配置さ
れ、全ての PIDのトリガーポイントの関係を示します。

4.5.3 アクティブデータの一時停止と確認
通常の操作時においては、車両の電子制御モジュール（ECM）からのデータは画面上に
表示されると同時に、継続的にバッファーメモリー内に蓄積されます。一時停止をすると、
データ収集を一時的に停止して詳細を確認することができます。

 Pause（一時停止）してデータを確認する
データの閲覧中に、Pause（一時停止）アイコンを選びます。（図 4-15）

図 4-15 
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ツールバーのコントロールアイコンについては、12 ページの「スキャナーコントロール
アイコン」および 8 ページの「ツールバーの共通制御アイコン」を参照してください。
Pause（一時停止）を押した後：

• Review（再表示）コントロールアイコンがツールバーに表示されます（図 4-16）。コ
ントロールアイコンを使ってデータ内を正確に移動し、青色カーソルを配置します。

• 青色（垂直カーソル）（図 4-16）はデータ内の位置を示し、カウンターに現在位置の
値が示されます。このカーソルは、全ての PIDで表示されます。

図 4-16 

 注意事項
Shortcut（ショートカット）アイコンを設定して、Pause/Play（一時停止／再生）機
能を実行することができます。詳しくは、37 ページの「ショートカットボタンの設定」
を参照します。

 データ収集の再開（一時停止後）：

• Record（記録）アイコン を選びます。

表示が生データに戻ります（図 4-17）。
全ての PID上には、データが一時停止された位置を示す灰色の垂直カーソルが表示
されます（図 4-17）。

図 4-17 
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4.5.4 データファイルの保存
保存データは、断続的な問題の区分けをする時や修理の検証をする時などに役立ちます。
通常の操作では、車両の ECMからのデータは画面上に表示されると同時に、継続的にバッ
ファーメモリー内に格納されます。Save（保存）を選択すると、格納されたバッファー
メモリーがファイルに書き込まれます。

 注意事項
Save（保存）アイコンは、プログラム可能な Shortcut（ショートカット）ボタンの
Save Movie（ムービーを保存）と同様に機能します。詳しくは 37 ページの「ショー
トカットボタンの設定」を参照してください。

 データを保存する：
データのキャプチャーまたは再表示中に、Save（保存）アイコンを選択します。

データファイルが保存中であることを示す確認メッセージが画面に表示されます
（図 4-18）。

図 4-18 保存ダイアログボックス

 （診断ツールで）保存データを表示する：
保存されたファイルは Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデー
タ）> View Saved Data（保存データの表示）で見ることができます。基本的なナ
ビゲーション手順については、33 ページの「保存されたデータの表示」を参照し
てください。

1. 目的のデータファイル（ファイル拡張子 .SCM）を選択します。
2. 必要に応じて、表示タイプとズームレベルを変更します。
3. グラフ画面では、コントロールアイコンを使ってデータ内を移動します（図 4-19）。
ツールバーのコントロールアイコンについては、12 ページの「スキャナーコント
ロールアイコン」および 8 ページの「ツールバーの共通制御アイコン」を参照
してください。
青色（垂直カーソル）（図 4-19）はデータ内の位置を示し、カウンターに現在位置
の値（図 4-19）が示されます。カーソルは、全ての PIDで表示されます。

保存されるデータの量に応じて、カーソルは説明の左端かスクロールバーの右端に
あり、見難いことがあります。この場合は、コントロールアイコンを使って、カー
ソルが見える位置までデータを移動します。

図 4-19 
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同じデータ収集セッションで、[Save（保存）]アイコンを複数回押すと、複数の
（.SCM）ファイルが作成されます。 各ファイルには、データが一時停止された場
所を示すライン（垂直カーソル）（図 4-19）が含まれます。

図 4-20 

 保存データの表示（PC）
保存されたデータファイルは、ミニUSBジャックを通じてパーソナルコンピューター（PC）
にダウンロードすることもできます。PCに接続して ShopStream Connectを使うことで、
データファイルの印刷や転送、コピーが可能となります。ShopStream Connectはオンラ
インで入手できる無償のアプリケーションで、診断ツールと PCの橋渡しをします。詳し
くは 50 ページの「ShopStream Connect ™」を参照してください。

4.5.5 ズームを使用する
ズーム機能を使用すると、データの収集および再表示中にグラフデータの表
示倍率を変更できます。表示倍率を変更して表示データを縮小または拡大す
ることで、グリッチや信号損失を素早く見つけ出すことが可能となります。

Zoom（ズーム）アイコンを選択するとドロップダウンメニューが表示され、表示倍率の
レベルを－ 2x ～＋ 8xの範囲で選択できるようになります。Zoom Out（ズームアウト）
を選択すると、収集可能なデータ最大量の半分までを 1つの画面内に表示します。初期状
態の表示倍率は 1xです。
例：上（＋ 4x）、中（1x）、下（ズームアウト）

図 4-21 ズームの例
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4.5.6 データ表示の変更－ PIDリスト／グラフ
View（閲覧）アイコン（図 4-22）を選択すると、オプションのドロップダウ
ンメニューが開きます：

• PIDリスト
• 1 Graph
• 2 Graph
• 4 Graph

PID（パラメーター識別）リスト画面では、2つのコラムが表示されます。左側のコラムに
はパラメーターの名称が表示され、右側のコラムには現在の値が表示されます（図 4-22）。

図 4-22 PIDリスト

グラフ 1、2、4では、画面が水平方向に分割され、表示されたパラメーターの数に合わ
せてデータのグラフが同時に表示されます（図 4-23）

図 4-23 4つのグラフの表示例

グラフビューでは、グラフの左側にあるテキストブロック（図 4-24）が表示されます。
• 上 -PIDの説明
• 中 -現在の値または状態
• 下 -アクティブな最小値と最大値

図 4-24 
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4.5.7 表示する PIDの選択（カスタム表示）
ツールバーの Custom Data List（データリストのカスタマイズ）ボタンを使
用して、表示する PIDを決めます。表示する PIDの数を最小限に抑えることで、
疑いのある、または症状固有のデータパラメーターに焦点を絞ることができま
す。多くの PIDはリストに加えたり削除したりすることができますが、特定の

重要な PIDは削除できない場合があります。これらの PIDはロックのアイコンと共にリ
ストの最上位に灰色で表示され、選択することができなくなります。

 注意事項
表示するパラメーターを特定の条件に該当するものに限定すれば、データのリフレッシュ
速度を高め、保存したファイルのために使用するメモリー量を減らすことができます。

 カスタムデータリストを作成する：
1. ツールバーの Custom Data List（カスタムデータリスト）アイコンを選びます。
データの選択画面が表示され（図 4-25）、選択可能なアイコンがツールバーに表示
されます。パラメーター説明の左側にあるチェックマークは、表示するために選択
されたパラメーターであることを示しています。

図 4-25 PID選択したカスタムデータ

ツールバーのアイコンを操作してパラメーターの選択や選択解除を行い、カスタム
データリストに追加や削除します：

アイコン 機能

Select/Deselect（選択／選択解除）リストに表示される個々のパラメーターを非表
示／表示します。

Select All/Deselect All（すべて選択／選択解除）リストに表示される全てのパラメー
ターを非表示／表示します。

2. 一覧に含めるパラメーターを選択（パラメーター名のチェックマークボックスで）
すると、カスタムデータリストを作成することができます。

3. Back（戻る）を選んで、更新したデータリストを表示します。

4.5.8 PIDのロック（常にトップへ表示する）
Lock/Unlock（ロック／ロック解除）アイコンを操作することで、選択した
行のデータを固定し、スクロールしてもそのデータを移動させないことがで
きます。また、すでにロックしたデータ行は解除することができます。

ロックしたデータは、画面のメインセクションの最上位の枠内、さらにデータ一覧の通常
の位置に表示されます（図 4-26）。ロックされていることを示すロックのアイコンが、パ
ラメーターの名称の左側に表示されます。

 パラメーターをロックする：
1. ロックするパラメーターを強調表示します。
2. ツールバー上の Lock/Unlock（ロック／ロック解除）アイコンをタップしてロック
します。
これで、ロックされたパラメーターのコピーがデータリストの最上位に表示され、
ロックのアイコンがパラメータの名称の横に表示されます。

3. さらにロックするパラメーターを強調表示して選択します。
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一度に最大3つのパラメーターをロックすることができます。ロックされたパラメー
ターは、手動操作でロック解除するか、車両との通信が停止するまでロックされた
状態が維持されます。

図 4-26 ロックしたパラメーター表示の例

 注意事項
3つのパラメーターがロックされている場合、最初のパラメーターをロック解除す
ると、次のパラメーターがロック解除できるようになります。

 パラメーターのロックを解除する：
1. データリストをスクロールして、ロック解除するパラメーターを強調表示します。
2. ツールバーの Lock/Unlock（ロック／ロック解除）アイコンを選びます。
データリストの最上位に表示されている解除されたパラメーターからロックのアイ
コンが消えます。

3. 手順 1と 2を繰り返すと、他のパラメーターもロック解除できます。

4.5.9 トリガーを使用する
トリガーの説明と機能

PIDトリガーを設定すると、PID値が上位／下位（トリガーポイント）に達し
た時に、診断ツールが PIDデータを自動的にファイルに保存するように設定
することができます。
PID 値がトリガーポイントに達するとトリガーが作動し、取得可能な全ての

PIDデータの短時間記録をデータファイルとして保存します。
保存されたデータファイルを再表示し、イベントをトリガーした PIDだけでなく監視して
いた全ての PIDを細かく評価することで、イベントの時点で何が起こっていたかを集合的
に確認することが可能です。
（図 4-27）は、次のトリガー状態の例（有効化／未作動－上の画像）と（作動済－下の画像）
を示したものです。
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図 4-27 

1 — 有効化された PIDトリガーインジケーター－青い輪郭のフラグは、PIDトリガー
が有効であることを示します。

2 — 上位および下位ライン（有効化）－色付きの限界線は、有効化されたトリガーが
未作動の状態を示します。

3 — トリガー作動ポイントの基準カーソル－緑色のカーソル線が他の全ての PIDグ
ラフに表示され、トリガーが発生した位置との関係を示します。

4 — 一時停止カーソル－データが一時停止した位置またはファイルが保存された位置
には、標点として灰色の垂直カーソル線が（全ての PIDに）表示されます。

5 — 作動済 PIDトリガーインジケーター－赤いフラグは、PIDトリガーが作動したこ
とを示します。

6 — トリガー作動ポイントのカーソル－赤色のカーソル線が表示され、トリガーが作
動した位置を PIDデータ内に示します。

7 — 上位および下位ライン（無効化、作動済）－有効化・未作動の状態のトリガー
が作動すると、限界線は灰色になります。

 トリガーの設定：
トリガーを使うには、トリガーをオン（設定／構成）にし、その後有効化する必要があり
ます。次の手順で PIDトリガーをセットアップします。

1. トリガーを設定する PIDをハイライト表示させます。
2. Trigger（トリガー）アイコンを選択します。

Trigger（トリガー）アイコン（図 4-28）を選択すると、トリガーのメニュー項目
が表示されます：

 － Set Trigger（トリガーの設定）－上位／下位の限界線（トリガーポイント）のセッ
トアップ画面が開きます。

 － Arm Trigger（トリガーの有効化）－データをキャプチャーするためのトリガーを有効化します。
 － Clear All Triggers（全てのトリガーをクリアー）－すでに設定されている全て
のトリガーを削除します。

図 4-28 トリガーメニュー

トリガーがすでに設定されている場合、メニューのオプションは次のとおりとなります：
 － Clear Trigger（トリガーのクリアー）－ハイライト表示されたトリガーを削除します。
 － Disarm Trigger（トリガーの無効化）－ハイライト表示されたトリガーを無効化します。
 － Clear All Triggers（全てのトリガーをクリアー）－すでに設定されている全て
のトリガーを削除します。

3. Set Trigger（トリガーの設定）を選択します。
ハイライト表示された PIDのグラフと設定アイコンが表示されます（図 4-29）。
トリガーポイントは、上位を先に設定しなければなりません。データグラフ
（図 4-29）を横切る赤色の水平線が上位のトリガーポイントを表します。

4. ＋（プラス）と－（マイナス）アイコン（図 4-29）を使用するか、上方向の矢印（▲）
と下方向の矢印（▼）ボタンを操作して、上位のトリガーポイントを希望する位置
に変更します。

5. ✓を選択するか Y/✓ボタンを押して、上位のトリガーポイントを設定します。
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図 4-29 トリガー設定－上限

上位のトリガーラインの色が灰色に変わり、下位のトリガーラインが赤色で表示さ
れます（図 4-30）。

6. 上位のトリガーラインと同じ要領で、下位のトリガーラインの位置を変更します。
7. 作業が完了したら、✓を選択するか Y/✓ボタンを押して、下位のトリガーポイン
トを設定します。

図 4-30 トリガー設定－下限

PIDデータの表示画面に戻り、トリガーポイントは指定されたグラフを横切る水平線で表
示されます（図4-31）。この手順を繰り返し行い、必要に応じて他のパラメーター（最大3つ）
のトリガーポイントも確立します。

 注意事項
一度にトリガーレベルを設定できるパラメーターは 3つだけですが、トリガーを発生
させるために満たす必要のある条件は 1つだけです。

図 4-31 トリガー設定（有効化する前）

 トリガーを有効にする：
1. Trigger（トリガー）アイコンを選びます。
2. Arm Trigger（トリガーの有効化）を選びます。
データグラフ上のトリガーラインの色が変わり、有効な状態になったことが表示さ
れます。（図 4-32）

設定されたすべての PIDトリガーは、同時に有効化されます（複数設定されている場合）。 
有効化すると、データクリアするかトリガーがアクティブになるまで有効化したままにな
ります。

図 4-32 トリガーを有効化
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トリガーの作動について
PIDの値が上位／下位（トリガーポイント）に達すると、トリガーが作動します。
トリガーが作動した場合：

• スキャナーが、取得可能な全ての PIDデータの記録をキャプチャーし、データファ
イルとして保存するため、データの収集が一時的に停止します。

• データが一時停止または保存された位置を示す灰色のカーソル線が表示されます。
• 警告アラームが鳴ります。
• データファイルが保存されたことを示すメッセージが表示されます。
• データ収集が続行されます。
• 作動した PIDトリガーが無効になります。
• トリガーが作動した PIDグラフに赤色のカーソル線が表示され、トリガーが発生し
た場所を示します。他の全ての PIDグラフに緑色のカーソル線が表示され、トリガー
が発生した位置との関係を示します。

図 4-33 トリガー作動

4.6 Functional Tests（機能テスト）
OEMモデル固有のサブシステムにアクセスするには、Functional Tests（機能テスト）
を選択します。実行可能なテストは、メーカーや年式、モデルによって異なります。メニュー
には、識別されているオートバイで利用できるテストのみが表示されます。
一般的な機能テスト：

• Information Tests（インフォメーションテスト）－読み取り専用のテスト（例：シ
リアル番号や識別番号の表示など）です。

• Toggle Tests（トグルテスト）－ソレノイド、リレー、スイッチなどのコンポーネン
トの作動状態を切り替えます。

• Variable Control Tests（可変制御テスト）－システムまたはコンポーネントに特定
の値を指定します。

• Reset Tests（リセットテスト）－適応値または学習値をリセットします。
• Scripted Tests（スクリプト化試験）－ ABS付きブレーキのエア抜きなど、特定の
修理作業を実施するための特殊な作動モードに車両を設定するソフトウェアルーチ
ンで構成されます。

Functional Tests（機能テスト）を選択するとテストオプションのメニューが開きますが、
その内容は年式やモデルにより異なります。メニューオプションの中から項目を選択する
と、該当するテストが有効になるか、追加の選択肢を含むサブメニューが開きます。テス
ト実行中は、画面に表示されるすべての指示に従ってください。画面に表示される情報の
表示方法およびその内容は、実行するテストの種類によって異なります。

図 4-34 機能テスト画面

しばしばトグルテストと可変制御テストでは、画面の最上部に位置するツールバーにファ
ンクションテストの制御機能が表示され、メインボディには PIDデータに関する情報が示
されます
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図 4-35 機能テストの例

ツールバーの Test（テスト）アイコンを操作すると、各テストが有効になり、Return（戻
る）アイコン、またはこれに類似したアイコンを操作するとテストが無効になります。可
変制御テストでは、メインボディとツールバーの間に可変値が表示されます。ツールバー
の＋（プラス）と－（マイナス）のアイコンを操作して、可変値を増減させることができ
ます。
Data List（データリスト）アイコンは、いくつかのテストにおいてツールバー
上で使用することが可能です。この機能を使うことで、ファンクションテスト
を終了することなくメインボディに表示するデータリストを変更することがで
きます。このアイコンは、テストが無効な場合の時のみ使用することができます。
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この章では、以前に識別された車両とデータ機能について、基本的な使い方を説明します。

Previous Vehicles and Data（以前に識別されたオートバイとデータ）
アイコンはホーム画面にあります。この機能では、過去にテストした
識別済み車両の設定を読み込んだり、保存ファイルにアクセスするこ
とができます。

主な項目へのリンク
• Vehicle History（車両履歴） 32ページ
• 保存されたデータの表示 33ページ
• コードおよびコードスキャン結果の表示 33ページ
• 保存データの消去 35ページ

5.1 以前に識別された車両とデータ メニュー
Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）メニューには、次の項目
があります：
• Vehicle History（車両履歴）
• 保存されたデータの表示、33 ページ
• 保存データの消去、35 ページ

5.1.1 Vehicle History（車両履歴）
このツールには、直近にテストを行った 25台分のオートバイ識別情報が保存されます。
修理が行われた後に再テストを行う際に車両の一連の識別情報の見直しや確認、入力す
る必要はありません。25台分の情報がファイルに記録されると、最も古い記録から順に、
追加される車両の識別情報が記録される毎に削除されます。

図 5-1 車両履歴リスト

 車両履歴から選択する：
1. ホーム画面で Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）を
選びます。

2. メニューから Vehicle History（車両履歴）を選択します。
過去行った最大 25台分の情報が一覧として表示されます。各記録には固有のファ
イル名が付けられます。リストはスクロールして閲覧することが可能です。

3. 車両を選択するか、Y/✓ボタンを押してハイライト表示にします。車両の確認画
面が表示されます。

4. OKまたは Y/✓ボタンを押して、試験を続けます。
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5.1.2 保存されたデータの表示
View Saved Data [保存されたデータの表示 ]メニューオプションを選択すると、メモ
リーに保存されているすべての保存データ（動画）ファイルと画面イメージのリストが
開きます。保存されたファイルは、作成日時が新しいものから順に作成されます。最新
のファイルはリストの一番上になります。

図 5-2 保存データリスト

リストからファイルを選択すると、ファイルが開きます。
保存されたデータファイルは、ミニ USBジャックを通じてパーソナルコンピューター
（PC）にダウンロードすることもできます。PCに接続して ShopStream Connectを使う
ことで、データファイルの印刷や転送、コピーが可能となります。ShopStream Connect
は診断ツールと PCの橋渡しをする PC 用のアプリケーションです。詳しくは 50 ペー
ジの「ShopStream Connect ™」を参照してください。
PCへ接続、37 ページの「PCへの接続（ファイル転送）」を参照してください。

 注意事項
最大 50 個のファイルを表示させることができます。保存されている全ての（または
50 個以上の）ファイルを表示させたい場合、ファイルを PCに転送し ShopStream 
Connectを使ってください。追加情報は、37 ページの「PCへの接続（ファイル転送）」
を参照してください。

 保存ファイルを表示する：
1. ホーム画面から Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）
を選びます。

2. View Saved Data（保存データの表示）を選びます。
3. リストから保存されたファイルを選びます。

5.1.3 コードおよびコードスキャン結果の表示
コードスキャンまたは単一システムコードの結果は、XMLファイル形式で保存されます
（図 5-3）。

図 5-3 コードの結果ファイル（XML形式）

診断ツールでコードとコードスキャンレポートを表示する
保存したコードスキャンレポートは、元の表示と同じ方法で診断ツールでも表示できます。

診断ツールで保存されたコードとコードスキャンレポートを表示するには：
1. ホーム画面から Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）
を選びます。

2. View Saved Data（保存データの表示）を選びます
3. リストからコードスキャンレポートの XMLファイルを選んで、ファイルを表示し
ます（図 5-3）。
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保存されたファイルリストからシステムコードまたはコードスキャン XMLファイルを選
択すると、そのファイルが画面上に開きます。（図 5-4）

図 5-4 コードスキャン結果（XML形式）画面に表示

図 5-5 （エンジンシステム）コード結果（XML形式）画面に表示

コードスキャンレポートの表示／印刷
保存したコードスキャンレポートは、ShopStream Connectを使って表示および印刷す
ることができます。詳しくは 53 ページの「コードスキャンレポートの印刷」を参照し
てください。



35

以前に識別された車両とデータ 以前に識別された車両とデータ メニュー

5.1.4 保存データの消去
このメニューで、保存済みファイルをメモリーから消去することができます。

 保存ファイルを消去する：
1. Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）> Delete Saved 

Data（保存データの削除）を選択します。
保存ファイルのリストが表示されます。
チェックボックスで削除するファイルを選びます。
必要に応じて、Select All／ Deselect All（全て選択／選択解除）アイコンを使う
こともできます。

1 — Select All / Deselect All（すべて選択 /選択解除）アイコン
2 — Delete（削除）アイコン
3 — ファイルを選択して削除

図 5-6 

2. チェックボックスにチェックが付いたファイルが削除されます。ファイルを削除す
るには、Delete（削除）アイコンを選択します。

3. 確認メッセージが表示されます。どちらかの項目を選択します：
 － OK（はい）－選択されたファイルを完全に削除します。
 － Cancel（キャンセル）－選択されたファイルを削除せずに、保存ファイルのリス
トに戻ります。
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この章では、ツール機能の基本的な使い方を説明します。
Tools（ツール）アイコンはホーム画面にあります。この機能により、
診断ツールを好みの設定に構成することができます。

主な項目へのリンク
• PCへの接続（ファイル転送） 37ページ
• ショートカットボタンの設定 37ページ
• システム情報 37ページ
• 設定 38ページ

 ‒ Wi-Fiの設定 42ページ
 ‒ スキャナーの設定 42ページ
 ‒ 単位の設定 43ページ
 ‒ High Contrast Toolbar（ハイコントラストツールバー） 39ページ
 ‒ Brightness（明るさ） 38ページ
 ‒ Color Theme（カラーテーマ） 39ページ
 ‒ Font Type（フォントタイプ） 40ページ
 ‒ Backlight Time（バックライト照射時間） 40ページ
 ‒ Touch Screen Calibration（タッチスクリーンの校正） 40ページ
 ‒ Time Zone（タイムゾーン） 41ページ
 ‒ Clock Settings（時間の設定） 41ページ
 ‒ Daylight Savings Time（夏時間調整） 42ページ
 ‒ Time Format（時刻の表示形式） 42ページ
 ‒ Date Format（日付の表示形式） 42ページ

6.1 ツールメニュー
ツールメニューには、次の項目があります：
• PCへの接続（ファイル転送） － パソコンにファイルを転送して共有する際に使用し
ます。

• ショートカットボタンの設定、37 ページ － ショートカットボタンの設定を変更し
ます。

• システム情報、37 ページ － システム情報を表示します。
• 設定、38 ページ － 設定を設定します。

図 6-1 ツールメニュー
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6.1.1 PCへの接続（ファイル転送）
Connect-to-PC（PCに接続）により、USBケーブルを使って、診断ツールに保存され
たデータファイルをお使いの PCに転送することが可能です。
オプションの ShopStream Connect™ PC 用ソフトウェアを使用することで、データ
ファイルの表示や印刷、保存が PC上でできるようになります。さらに、PCから診断
ツールにソフトウェア更新プログラムをダウンロードすることも可能です。これらの機
能により、保存されたデータファイルを理想的な形で管理することが可能になります。
ShopStream Connectは、オンラインで入手できる無償のアプリケーションです。詳し
くは 50 ページの「ShopStream Connect ™」を参照してください。

 パソコンに接続する：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選び、メニューを開きます。
2. Connect-to-PC（PCに接続）を選択します。
画面には、診断ツールが Connect-to-PC（PCに接続）モードになったというメッセー
ジが表示されます。

3. 付属の USBケーブルを診断ツールに接続してから、次に PCに接続します。
診断ツールは、外部ドライブとして表示されます。Windowsエクスプローラーを
使って USERDATA（ユーザーデータ）フォルダーを開き、保存されたスクリーン
ショット（BMP）、コードファイル（XML）、またはデータファイル（SCM）を確
認します。

4. 終わったら Exit（終了）を選択して Tool（ツール）メニューに戻り、USBケーブ
ルを取り外します。

6.1.2 ショートカットボタンの設定
この項目で、ショートカット（S）ボタンの割り当て機能を変更することができます。選
べるオプションは：
• Brightness（明るさ）－ 明るさの設定画面を開きます。
• Save Screen（画面の保存）－ 表示中の画面のビットマップ画像を保存します。
• Save Movie（ムービーを保存）－ バッファメモリーに保存されている記録データを
保存します。

• Show Shortcut Menu（ショートカットメニュー表示）－ 素早くショートカットキー
の割り当てができるように、機能メニューを開きます。

• Toggle Record/Pause（記録／一時停止の切り替え）－ ショートカットキーを、再
生／一時停止アイコンとして設定します。

 ショートカットボタンに機能を割り当てる：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選びます。

Tools（ツール）メニューが開きます。
2. メニューから Configure Shortcut button（ショートカットボタンの設定）を選び
ます。

3. 機能メニューから、機能を選びます。
4. ツールバーの Back（戻る）または N/Xボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

6.1.3 システム情報
System Information（システム情報）では、ソフトウェアのバージョンや診断ツールの
シリアル番号などといったシステム情報と特許情報を表示します。

図 6-2 システム情報

 システム情報画面を表示する：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選び、メニューを開きます。
2. メニューから System Information（システム情報）を選びます。
システム情報画面が表示されます。

3. 全ての情報を確認する場合は、スクロールします。
4. ツールバーの Back（戻る）を選ぶか、N/Xボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
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6.1.4 設定
Tools（ツール）では、お好みに応じた特定の診断ツール機能を選択することができます。
選択すると、次の項目を含むサブメニューが開きます：
• システム設定、38 ページ
• Wi-Fiの設定、42 ページ
• スキャナーの設定、42 ページ
• 単位の設定、43 ページ

システム設定
System Settings（システム設定）を選択すると 3つのメニュー項目が開きます；Display
（ディスプレイ）、Date & Time（日付と時間）、Auto VIN（オート車両識別番号）。Display（ディ
スプレイ）または Date & Time（日付と時間）を選択した場合、追加メニューが開きます（以
下を参照）。Auto VIN（オート車両識別番号）を選択した場合、Instant Vehicle ID（かん
たん車両識別番号）機能をオン／オフにする項目が開きます。

Display（ディスプレイ）に含まれるオプション：
• Brightness（明るさ）、38 ページ － 画面のバックライトの明るさを調整します。
• Color Theme（カラーテーマ）、39 ページ － 画面の背景色を変更します。
• High Contrast Toolbar（ハイコントラストツールバー）、39 ページ － 周囲の光量が
少ない時に、ツールバー画像のコントラストを明るくします。

• Font Type（フォントタイプ）、40 ページ － 視認性を高めるため、標準／太字を切
り替えます

• Backlight Time（バックライト照射時間）、40 ページ － 装置のアイドル動作時の画
面表示時間を設定します。

• Touch Screen Calibration（タッチスクリーンの校正）、40 ページ － タッチスクリー
ンの校正を行います。

Date & Time（日付と時間）に含まれるオプション：
• Time Zone（タイムゾーン）、41 ページ － 内蔵されている時計を利用する地域の時
刻に合わせます。

• Clock Settings（時間の設定）、41 ページ － 内蔵時計の時間を設定します。
• Daylight Savings Time（夏時間調整）、42 ページ － 時刻表示を 12 ／ 24時間表記
で切り替えます。

• Time Format（時刻の表示形式）、42 ページ － 時刻表示を 12 ／ 24時間表記で切
り替えます。

• Date Format（日付の表示形式）、42 ページ － 年、月、日の表示方法を設定します。

DISPLAY（設定）
Brightness（明るさ）
ディスプレイのバックライトの明暗を調整する Brightness（明るさ）設定画面が開きます。
（図 6-3）

図 6-3 明るさ設定

画面上の＋（プラス）と－（マイナス）アイコン押すか、上方向（▲）と下方向（▼）
のボタンを押す毎に、バックライトの明るさが変わります。
終了するには、ツールバーの Back（戻る）または N/Xボタンを押します。
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Color Theme（カラーテーマ）
画面背景の色を黒／白で選択することができます。周辺光量が弱い場合は、より見やす
い黒の背景をお勧めします。

図 6-4 ナイトテーマ

次の 2つ：Day Theme（白背景）と Night Theme（黒背景）どちらかを選ぶとメニュー
が開きます：「please wait（お待ちください）」メッセージが表示された後、ホーム画面
に戻ります。これで新しい設定が有効になります。

High Contrast Toolbar（ハイコントラストツールバー）
この項目で、ハイコントラストのツールバーに切り替えることができます。ハイコント
ラストツールバーは、周辺光量が弱い場合でも視認性を確保できるように、白黒のボタ
ンと鮮明な画像で構成されています。

図 6-5 ハイコントラストツールバー

High Contrast Toolbar（ハイコントラストツールバー）を選択すると、Color Toolbar（カ
ラーツールバー）と High Contrast Toolbar（ハイコントラストツールバー）の 2つの選
択肢が開きます。いずれかを選択します。「please wait（お待ちください）」メッセージ
が表示された後、ホーム画面に戻ります。これで新しい設定が有効になります。
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Font Type（フォントタイプ）
この項目では、書体の表示形式を標準／太字から選択することができます。太字にすると、
周辺光量が弱い場合や逆に強すぎる太陽光の下のような場合でも、より視認性を高める
ことができます。
Font Type（フォントタイプ）を選択すると、Normal Font（標準）と Bold Font（太字）
の 2つの選択肢が開きます。どちらかを選ぶか、キーパッドで移動後に Y/✓を押して、
選択を確定します。設定はすぐに変更されます。ツールバーの Back（戻る）、または
Home（ホーム）アイコンを選ぶと、設定メニューまたはホーム画面に戻ります。

図 6-6 太字

Backlight Time（バックライト照射時間）
診断ツールが作業していない時の、バックライト照射時間を設定します。設定時間は次
の通りです
• Always On（常にオン）
• 15 Seconds（15秒）
• 30 Seconds（30秒）
• 45 Seconds（45秒）
• 60 Seconds（60秒）
希望するメニューを直接選んで押すか、スクロールして移動後に Y/✓ボタンを押します。
ツールバーの Back（戻る）、または Home（ホーム）を選ぶと、設定メニューまたはホー
ム画面に戻ります。

Touch Screen Calibration（タッチスクリーンの校正）
タッチスクリーンを校正することで、タッチ操作をする画面の精度を保つことができます。

重要事項
診断ツールの損傷を避けるため、タッチスクリーンの校正を開始したら、必ず最後
まで校正を行ってください。校正中に電源は切らないでください。

 タッチスクリーンを校正する：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選び、メニューを開きます。
2. Settings（設定）> System Settings（システム設定）> Display（ディスプレイ）> 

Touch Calibration（タッチスクリーンの校正）を選択します。
校正画面が開きます（図 6-7）。

図 6-7 タッチスクリーン校正画面

3. 画面の角に表示された位置調整インジケーターの中心を選択します。左上角から始
めます。

4. 4つのインジケーターの選択が終わると、検証プロセスにより手順が繰り返されま
す。指示に従って、各位置調整インジケーターの中心を選択します。
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 － 校正が成功すると、「Touch Calibration Results - Passed（タッチ校正の結果－
合格）」という画面が表示されます（図 6-8）。Y ボタンを押して作業を完了し、
Display（ディスプレイ）メニューに戻ります。

 － 校正が成功しなかった場合、「Touch Calibration Results - Failed（タッチ校正の結
果－失敗）」という画面が表示されます。Yボタンを押して、校正手順を再度実行
します。
結果画面（図 6-8）では、それぞれのインジケーターに適用された校正が表示され
ています。理想的な校正は、各インジケーターの中心を正確に選択することですが、
表示された円内に収まっていれば許容されます。指で中心を選択するのが難しい場
合、タッチスクリーンスタイラス（別売）を使用してください。

図 6-8 タッチスクリーン校正画面ー完了

DATE & TIME（設定）
Time Zone（タイムゾーン）
タイムゾーンの設定メニューが開きます。スクロールして該当する地域のタイムゾーン
を強調表示にします。タイムゾーンの設定が終わると、画面は Settings（設定）メニュー
に戻ります。

Clock Settings（時間の設定）
現在時刻に合わせるためのウィンドウが開きます。

 時間を設定する：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選び、メニューを開きます。
2. メニューから Settings（設定）を選びます。
3. メニューから Clock Settings（時間の設定）を選ぶと、時間設定画面が開きます。
警告メッセージが短く表示された後、Clock Settings（時間の設定）画面が開きます。
（図 6-9）

図 6-9 時間設定画面

4. 画面の＋（プラス）アイコンを選ぶか、方向ボタンの上（▲）ボタンを押すと、ハ
イライト表示された数字が増加します。－（マイナス）アイコンを選ぶか、方向ボ
タンの下（▼）ボタンを押すと、ハイライト表示された数字が減少します。

5. 画面のチェック（✓）アイコンまたは Y/✓ボタンを押すと、協調表示が次のフィー
ルドに移動します。

6. 正しい時間が表示されるまで、4. と 5. のステップを繰り返します。
7. 設定が終わったら、ツールバーの Back（戻る）アイコンまたはキーパッドの Y/✓
ボタンを押すと、時間設定画面が閉じてメニュー画面に戻ります。
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Daylight Savings Time（夏時間調整）
内蔵されている時計を夏時間に合わせるためのメニューが開きます。
選択項目は次の通りです：
• ON（オン）－ 時計を夏時間に合わせます。
• OFF（オフ）－ 時計を標準時間に合わせます。
どちらかを選択した後、Back（戻る）アイコンまたは N/Xボタンを押すとメニュー画面
に戻ります。

Time Format（時刻の表示形式）
12時間または 24時間の時刻表示を切り替えます。
メニューの項目は次の 2通りです：
• 24 Hour Format（24時間表示）
• 12 Hour Format（12時間表示）
どちらかを選択した後、Back（戻る）アイコンまたは N/Xボタンを押すとメニュー画面
に戻ります。

Date Format（日付の表示形式）
日付の表示方法を選ぶことができます。選択肢は次の通りです：
• （MM_DD_YYYY） － Month, Day, Year（月、日、年）
• （DD_MM_YYYY） － Day, Month, Year（日、月、年）
• （YYYY_MM_DD） － Year, Month, Day（年、月、日）
どれかを選択した後、Back（戻る）アイコンまたは N/Xボタンを押すとメニュー画面に
戻ります。

Wi-Fiの設定
Configure Wi-Fi（Wi-Fiの設定）を選択すると、診断ツールのWi-Fi接続の設定および
トラブルシューティングを行うことができます。詳しくは 44 ページの「Wi-Fi接続／
トラブルシューティング」を参照してください。

スキャナーの設定
スキャナーを使用する際、データグラフ上のスケールの表示 /非表示を選択することが
できます。スケールとはパラメーターグラフのベースに横軸に表示されるメモリーと値
です。スケールを非表示にすると、波形のグラフがグラフエリア全体に表示されます。

図 6-10 隠しスケール（上部）、表示画面（下部）

 スキャナーのスケールを切り替える：
1. ホーム画面で Tools（ツール）を選びます。
2. Tools（ツール）と Setup（セットアップ）メニューで Settings（設定）を選びます。
3. Settings（設定）メニューで Configure Scanner（スキャナーの設定）を選びます。
4. いずれかのメニューエントリを強調表示して選択します：

 － Show Graph Scale（グラフスケールの表示）－ スケールを表示します。
 － Hide Graph Scale（グラフスケールの非表示）－ スケールを非表示にします。

5. Back（戻る）アイコンを選ぶか、N/X ボタンを押して Settings（設定）メニュー
に戻ります。
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単位の設定
Configure Units（単位の設定）では、各種単位について、US（米国慣用）単位またはメー
トル単位から選択することができます。

図 6-11 単位の設定メニュー

 単位設定を変更する：
1. ホーム画面から Tools（ツール）を選び、メニューを開きます。
2. Configure Units（単位の設定）を選び、メニューを開きます。
3. Configure Units（単位の設定）メニューから変更する項目を選びます。
4. リスト内の選択肢から単位の設定を選んで決定します。
5. ツールバーの Back（戻る）アイコンまたは N/Xボタンを押すとメニュー画面に戻
ります。
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この診断ツールにはWi-Fi接続の機能が備わっていますが、Wi-Fi接続は Snap-on Web 
Services Network（スナップオン・ウェブサービスネットワーク）専用となります。
診断ツールをWi-Fiに接続すると、スナップオンから定期的にメッセージを受信できます。
メッセージは、ソフトウェアの更新、アップグレード、およびその他の重要な情報を通
知するために表示されます。
この章では、Wi-Fi接続とトラブルシューティングについて説明します。

主な項目へのリンク
• Wi-Fiのオン／オフの確認 44ページ
• Wi-Fiの接続状態の確認 44ページ
• Wi-Fiのアイコン（設定） 45ページ
• Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続 45ページ
• 高度なネットワークの追加（非表示ネットワークへの接続） 46ページ
• Wi-Fiのテスト 46ページ
• Wi-Fiに関するトラブルシューティングとステータスメッセージ 47ページ

7.1 Wi-Fiのオン／オフの確認
タイトルバーにWi-Fiインジケーターが表示されていれば、Wi-Fiはオンになっています。
Wi-Fiがオフになっている場合、45 ページの「Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続」
を参照し、オンに切り替えて接続します。

7.2 Wi-Fiの接続状態の確認
タイトルバーのWi-Fiインジケーターを確認します。

Wi-Fiはオンで、ネットワークに接続されています（バー 1～ 3本）。

Wi-Fiはオンですが、接続されていません（バー 0本）。47 ページの「Wi-Fiに関す
るトラブルシューティングとステータスメッセージ」を参照してください。
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7.3 Wi-Fiのアイコン（設定）
Wi-Fiの設定画面で表示されるWi-Fiアイコンとインジケーターは以下のとおりです。

Wi-Fiアイコン (切替型） Wi-Fi テスト 
アイコン Wi-Fi 信号強度インジケーター

Wi-Fiを 
ONにする

Wi-Fiを 
OFFにする

Wi-Fi 
テスト画面を 
選択して開く

バー無し 
信号が無い事を 

表示

バー３本 
表示信号強度が 
最大を表示

Wi-Fi構成画面にのみ表示 バッテリー残量インジケーター横の 
タイトルバーに表示

7.4 Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続
1. ホーム画面から、Tools（ツール） > Settings（設定） > Configure Wi-Fi（Wi-Fiの
設定）を選択します。

2. Wi-Fiアイコン を選択して、Wi-Fiをオンにします。

図 7-1 Wi-Fiアイコン（オフの状態）

3. Wi-Fiアイコンが に変わり、Wi-Fiがオンになったことを示します。

画面が変わり、利用可能なネットワーク接続のリストが表示されます。
4. ネットワークを選びます。スクロール機能を使うと、全ての有効なネットワークを
確認できます（図 7-2）。

図 7-2 Wi-Fi設定画面

1 — 利用可能なネットワーク接続
2 — Wi-Fiアイコン（Wi-Fiがオンの状態）

 重要事項
保護されたネットワークではパスワードが要求されます。画面上のキーボードを使っ
てパスワードを入力し、キーボードのチェックマークを選択して続行します。 
 
プロキシネットワーク、チャレンジページが表示されるネットワーク、ユーザーが利
用規約に同意する必要があるネットワークはサポートされていません。 
 
Wi-Fiの性能は、ワイヤレスネットワークの機器と ISPによって異なります。

5. Connect（接続）を選択して目的のネットワークに接続するか、Cancel（キャンセル）
を選択して要求をキャンセルします。

6. Connect（接続）の確認画面で OKを選択して接続の使用を続行するか、Forget（や
める）を選択して接続を切断します。

• 「Not Connected（未接続）」というステータスメッセージが表示された場合、設定プ
ロセスを再試行するか、追加情報について 46 ページの「Wi-Fiのテスト」を参照
してください。
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7.5 高度なネットワークの追加（非表示ネット
ワークへの接続）

Add Network（ネットワークの追加）では、名前が公表されていない（画面のネットワー
クリストに表示されない）ネットワークに接続できます。こうしたネットワークは、“hidden 
network（非表示ネットワーク）” とも呼ばれています。
非表示ネットワークに接続するには、最初に次の情報が必要です：
• ネットワークセキュリティの種類

 － Open（SSIDのみ必要）
 － WPAまたはWPA2（事前共有キー）
 － WEP（WEPキー）

• ネットワーク名または SSID（サービスセット識別子）
• ネットワークパスワード

 非表示のWi-Fiネットワークに接続する
1. ホーム画面から、Tools（ツール） > Settings（設定） > Configure Wi-Fi（Wi-Fiの
設定）に移動します。

2. ネットワークリストから Add Network Advanced（高度なネットワークの追加）
を選択します（リストの最後尾までスクロースします）。

3. セキュリティの種類：Open、WPA、WPA2、またはWEPを選択します。種類の
特定については、ルーターの取扱説明書を参照するか、IT管理者に相談してくだ
さい。

4. ネットワーク名または SSIDを入力します。
5. ネットワークパスワードを入力します。
6. 指示に従って Connect（接続）を選択し、ネットワークに接続します。
7. 確認画面が表示されたら、OKを選択して接続の使用を続行するか、Forget（やめる）
を選択して接続を切断します。

7.6 Wi-Fiのテスト
ネットワーク接続に問題が発生している場合、自動テスト機能を使えば、ネットワーク
接続を素早くテストすることができます。

 接続をテストする
1. 自動テストの手順を始める前に、診断ツールをオフにし、改めてオンにします。こ
れで、メモリーに蓄積された以前のテストメッセージが消去されます。

2. 希望のネットワークに接続します。詳しくは 45 ページの「Wi-Fiをオンにしてネッ
トワークに接続」を参照してください。

3. Wi-Fi設定画面で Wi-Fi Test（Wi-Fiテスト）アイコンを選択すると、ネットワー
ク接続テスト画面が開きます（図 7-3）。

図 7-3 Wi-Fiテストアイコン

ネットワーク接続テストは自動テストで、画面が表示されると開始されます。ネッ
トワークに接続されたシステムが順を追ってテストされ、完了するとステータスイ
ンジケーター
（赤色＝テストに失敗、黄色＝テストは処理中、緑色＝テストは正常に完了）が表
示されます（図 7-4）。
次のシステムの接続性が検証されます。

• ハードウェア
• ルーター
• インターネット
• HTTP
• Web Services Network（ウェブサービスネットワーク）
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図 7-4 接続テスト

1 — 接続テスト
2 — 概要を表示

4. 接続に問題がある場合、View Summary（概要を表示）を選択して結果を表示さ
せます。
接続に問題が発生している場合、概要の情報は非常に役立ちます（図 7-5）。概要
の情報をスクロールして各システムのテスト結果を検証し、現在の接続の問題に関
するヒントメッセージを確認します。追加情報については、47 ページの「Wi-Fi
に関するトラブルシューティングとステータスメッセージ」の表：「接続テスト－
トラブルシューティング」を参照してください。

図 7-5 概要

1 — 接続テストの結果
2 — 接続の問題に関するヒントメッセージ

7.7 Wi-Fiに関するトラブルシューティングとス
テータスメッセージ

次のトラブルシューティングは包括的なものではなく、あくまで参考情報として提供さ
れています。ここに記載されていなくても、別の問題や解決策が生じる可能性はあります。
以下は、トラブルシューティングで使われている用語の説明です。
• ルーター－ ISP（インターネットサービスプロバイダー）に直接接続されるデータ転
送装置

• リモートワイヤレスアクセスポイント－ルーターと診断ツール間の無線接続装置
• Wi-Fi無線機－診断ツールに内蔵されたWi-Fi信号の送受信機
• ネットワーク接続－Wi-Fi接続とも呼ばれます。診断ツールの接続用に設定された

Wi-Fiルーター接続です。保護された状態（パスワード保護）でも保護されていない
状態（オープン）でも接続できます。

ルーターに関する情報
接続の問題の特定において、ルーターの互換性と設定の確認は重要な要素となります。
本装置の接続性については、弊社の工場にて入念なテストを行なっておりますが、お客
様固有の装置環境における接続について保証することはできません。ルーター接続のト
ラブルシューティングや問い合わせ、または機器の増設などで、時間を要する状況にな
る場合もあります。スナップオン・インコーポレーテッド社は、本装置の接続問題の修
正に関連して発生する可能性がある追加の機器費用、人件費、相談料、またはその他の
費用について一切の責任を負いません。
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ルーター設定の確認
接続不能、または “接続がない” 問題のトラブルシューティングを始める前に、次のルー
ター設定を確認してください。確認後は、必要に応じて修正を加えてから、接続性の再
テストを行ってください。IT管理者または ISPに連絡して、サポートを依頼してください。

1. ルーターの接続、また該当する場合、リモートワイヤレスアクセスポイントの接続
を確認します。

2. 保存されているWi-Fiネットワークを消去します。詳しくは 48 ページの「Wi-Fi
ネットワークの消去」を参照してください。

3. 以下の確認をします：
(a). ルーターは、静的 IPアドレスではなく、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）

用に設定してください。
(b). 本装置用のルーターおよびその設定は 2.4GHz帯です。5GHz帯には対応して

いません。
(c). ルーターを 2.4GHz帯の b/gまたは nの標準ワイヤレスネットワーク用に設定

してください。5GHz帯には対応していません。設定、接続、およびトラブル
シューティングの手順については、お手元のルーターの取扱説明書を参照して
ください。

4. 該当する場合、ルーターのファームウェアを確認し、最新のバージョンにアップデー
トします。

5. ルーターを再起動またはリセットします。手順については、お手元のルーターの取
扱説明書を参照してください。

6. 他のルーターに接続してみます。
Wi-Fiネットワークの消去

1. Wi-Fi設定メニューの保存済みネットワークのリストから、接続しようとしている
Wi-Fiネットワークを選択します。
Wi-Fi Summary（Wi-Fiの概要）ページが表示されます。

2. FORGET（やめる）を選択します。
Wi-Fi設定メニューが表示されます。

3. 全ての保存済みWi-Fiネットワークに対して、（1）と（2）を繰り返します。
4. 全ての保存済みWi-Fiネットワークが削除されたら、診断ツールをオフにします。
5. 診断ツールをオンにして、希望の Wi-Fi ネットワークに接続します。詳しくは

45 ページの「Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続」を参照してください。

トラブルシューティング：全般
問題 考えられる原因 解決策

ウェブサービス
が利用できない

アクセスが 
一時的に 
中断されている

更新中の可能性があるので、後ほど改めてアクセスを試して
みてください。

Wi-Fi無線が 
オフに 
なっている

1. ホーム画面から、Tools（ツール） > Settings（設定） > 
Configure Wi-Fi（Wi-Fiの設定）に移動します。
2. Wi-Fi アイコンを選択して、Wi-Fi 無線をオンにします。
Wi-Fiアイコンが緑色のチェックマークアイコンからWi-Fi無
線がオンになったことを示す赤色の「X」アイコンに変わり
ます。
3. 既存の良好なネットワークに接続します。

ネットワークに
接続していない

1. 保存されているWi-Fiネットワークを消去します。詳しく
は 48 ページの「Wi-Fi ネットワークの消去」を参照してく
ださい。
2. ネットワークに接続します。
3. Configure Wi-Fi（Wi-Fiの設定）画面でWi-Fi Test（Wi-Fi
テスト）アイコンを選択し、結果を確認します。次の表の「接
続テスト－トラブルシューティング」を参照してください。

Wi-Fi接続が 
途切れる、 
または断続的に
切断される

Wi-Fiの信号の 
強度が弱い

Wi-Fiの信号の強度（圏外または干渉）を確認します。ルーター、
または（該当する場合）リモートワイヤレスアクセスポイン
トの近く（50フィート（15メートル）以内）に移動するか、
障害物がない正面に移動してください。静電気を放出する頭
上のライトや窓、壁、他の無線機器、金属製の物や装置から
の干渉を排除してください。

ルーターに負荷
がかかっている

ルーターに接続されている他のWi-Fi装置を切断／無効にし
ます。
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トラブルシューティング：接続テスト

失敗したテスト
考えられる原因
（表示されるヒン
トメッセージ *）

解決策／確認

ハードウェア

Wi-Fi無線が応答
しない、または
オフにならない

問題の解決については、カスタマーサポートに連絡してくだ
さい。

Wi-Fi無線が応答
しない、または
初期化されない
ファームウェア
ファイルが見つ
からない、また
は破損している

ルーター
装置がルーター
に接続されてい
ない

Wi-Fiの信号の強度（圏外または干渉）を確認します。ルーター、
または（該当する場合）リモートワイヤレスアクセスポイン
トの近く（50フィート（15メートル）以内）に移動するか、
障害物がない正面に移動してください。静電気を放出する頭
上のライトや窓、壁、他の無線機器、金属製の物や装置から
の干渉を排除してください。
ルーターの接続と設定を確認します。手順については、48 
ページの「ルーター設定の確認」を参照してください。

インターネット

装置がインター
ネットに接続さ
れていない、ま
たは DNSがない

ルーターの接続と設定を確認します。手順については、48 
ページの「ルーター設定の確認」を参照してください。
ドメインネームシステム（DNS）サーバーが接続されていま
せん。インターネットサービスプロバイダー（ISP）に問い合
わせてください。

HTTP 装置が HTTP で
通信できない

インターネットアクセスで、「プロキシ」や「ブラウザーで条
件を受け入れる」プロトコル、またはチャレンジページを使っ
ていないかを確認します。これらのプロトコルは、この装置
ではサポートされていません。代替方法については、IT管理
者または ISPにお問い合わせください。

ウェブサービス
ネットワーク

ウェブサービスが
一時的に中断され
ている、またはネッ
トワークに接続し
ていない

ウェブサービスのサービス内容が更新中の可能性があるので、
後ほど改めてアクセスを試してみてください。

ルーターの接続と設定を確認します。手順については、48 
ページの「ルーター設定の確認」を参照してください。

* 追加情報は、46 ページの「Wi-Fiのテスト」を参照してください。
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紹介
この章では、ShopStream Connect（SSC）の機能と操作について簡単に紹介します。
SSCは、PCに接続した診断ツールの機能を拡張する PC用アプリケーション（提供は
無料）です。

SSCでは以下の操作が可能です。
• データファイル、スクリーンショット、コードスキャンレポートの印刷
• ソフトウェアのアップグレードと更新を PCにダウンロードし、診断ツールにインス
トール

• 診断ツールと PC間でデータファイルを双方向に転送
• PC上でデータファイルを表示、保存、管理
• データファイルにメモやコメントを追加または編集
ShopStream Connect（SSC）ソフトウェアは、オンラインで入手できます：

http://diagnostics.snapon.com/ssc

ShopStream Connect の完全な操作手順は、オンラインで入手可能な ShopStream 
Connect取扱説明書で参照いただけます：

http://diagnostics.snapon.com/usermanuals

主な項目へのリンク
• SSCの使用（PCへの接続） 50ページ
• SSCのメイン画面 51ページ
• Scanner DataViewer（スキャナー・データビューアー） 52ページ
• Image Viewer（イメージビューアー） 52ページ
• コードスキャンレポートの印刷 53ページ
• コードスキャンレポートのカスタマイズ 54ページ
• ソフトウェアのアップグレードと更新 55ページ

8.1 SSCの使用（PCへの接続）
 SSCを接続して診断ツールと一緒に使う：
1. 以下のサイトで SSCをダウンロードして PCにインストールします：

http://diagnostics.snapon.com/ssc

2. 診断ツールをオンにします。
3. 診断ツールに接続した付属の USBケーブルを PCに接続します。
4. 診断ツールのホーム画面で、Tools（ツール）> Connect-to-PC（PCに接続）を
選択します。

「This device is now in Connect-to-PC mode（この装置は PCに接続モードになりま
した）」というメッセージ（図 8-1）が画面に表示され、PC上で ShopStream Connect
ソフトウェアが自動的に開きます（図 8-2）。

図 8-1 

ShopStream Connectソフトウェアが開かない場合は、Windowsのスタートメニューか
ら開くか、デスクトップの ShopStream Connectショートカットアイコン（インストー
ル中に自動で作成されます）を使って開いてください。
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8.2 SSCのメイン画面
ShopStream Connectソフトウェアは、診断ツールと PCを USBで接続すると自動的に
開きます。詳しくは 50 ページの「SSCの使用（PCへの接続）」を参照してください。
以下は、ShopStream Connectソフトウェアのメイン画面レイアウトです。

図 8-2 

1 — メモウィンドウ－選択したデータファイルに対してメモを追加することができま
す。メモを保存するには、メニューバーでSave（保存）を選びます。注：全てのファ
イル形式でメモが使えるわけではありません。メモをサポートしていないファイ
ル形式がハイライト表示されると、メモウィンドウはグレー表示になります。一
部の画像ファイルでは、参照の目的でメモが表示される場合があります（メモは
グレー表示され、編集はできません）。

2 — ファイルディレクトリー構造－ PCのファイルディレクトリー構造が Windows
の標準形式で表示されます。診断ツールが接続されている場合、データリストの
下部に表示されます。

3 — データマネージャー・ツールバー－データファイルに対して各種操作を実行する
コントロールアイコンが表示されます。

4 — メインメニューバー－ファイル、編集、ツール、ヘルプメニューで構成されます。
5 — タブ－診断ツールまたは PCに保存されているデータファイルとプリセットへの

アクセスを可能にします。また、診断ツールのソフトウェアリビジョンの詳細も
表示することができます。

6 — メイン画面－保存されているデータファイルの詳細が表示されます。注：リ
ストされたファイルは、カラム上部のタブ（例：ファイル名、形式など）をク
リックすることでソート（昇順／降順）することが可能です。ソートの設定は、
ShopStream Connectプログラムを閉じる際に保存されます。

7 — プレビュー表示－選択したファイルが画像ファイルの場合、ファイルのサンプル
を表示します。
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8.3 Scanner DataViewer（スキャナー・データ
ビューアー）

SSCを使用して、診断ツールで PC上に記録したデータファイルを閲覧することができ
ます。スキャナーデータファイルを選択すると、Scanner DataViewer（スキャナーデー
タビューアー）（図 8-3）に表示されます。Scanner DataViewer（スキャナーデータビュー
アー）では様々な方法でデータファイルの取扱いやデータのカスタム設定をすることが
できます。

1 — Menu bar（メニューバー）
2 — Display toolbar（ディスプレイ

ツールバー）
3 — Graph display（グラフディスプレイ）
4 — Properties icon（プロパティアイコン）
5 — Vertical Scroll bar（スクロール

バー：たて方向）

6 — Zoom controls（ズーム・コントローラー）
7 — Slider bar（スライドバー）
8 — Navigation toolbar（ナビゲーションツールバー）
9 — Parameter text list（パラメーターテキスト・リスト）
10 — Highlighted PIDs（強調表示した PID） 

現在表示されているグラフ
11 — パラメーター設定タブ
図 8-3 

8.4 Image Viewer（イメージビューアー）
SSC により、PCで診断ツール上に保存した「.bmp」、「.jpg」、「.sps」形式の画像ファイ
ルを閲覧や印刷することができます。

 注意事項
拡張子の種類は、診断ツールによって異なります。ここで説明しているすべてのファ
イルの拡張子が診断ツール上で使用できるわけではありません。

1 — Exit - イメージ・ビューアーを
終了します。

2 — Print - イメージを印刷します

3 — Print Preview - 印刷の前にイメージの
プレビューを表示します

4 — キャプチャされた画面イメージ
図 8-4 
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8.5 コードスキャンレポートの印刷
コードスキャンレポートを印刷するには、ShopStream Connect上で、保存されたコー
ドスキャンの XMLファイルが開かれていなければなりません。

ShopStream Connectを使ってコードスキャンレポートを印刷する：
1. ファイルリストからコードスキャンの XMLファイルをダブルクリックして、コー
ドスキャンビューアー（図 8-6）でコードスキャンレポート（図 8-5）を開きます。

図 8-5 

2. コードスキャンビューアーのメニューから Print（印刷）または Print Preview（印
刷プレビュー）を選択して、レポート（図 8-6）を印刷またはプレビューします。

図 8-6 

3. Print（印刷）を選択すると、Windowsの印刷ダイアログウィンドウ（図 8-7）が開きます。
リストからプリンターを選び、Print（印刷）を選択してレポートを印刷します。

図 8-7 
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8.6 コードスキャンレポートのカスタマイズ
ShopStream Connectを使うことで、コードスキャンレポートの選択フィールドを編集
できるようになります。

コードスキャンレポートの Shop Information（ショップ情報）（ヘッダー）を編集する：
1. ShopStream Connectで、Tools（ツール）> Options（オプション）> Edit Shop 

Info（ショップ情報の編集）を選択します（図 8-8）。

図 8-8 

2. Edit Shop Info（ショップ情報の編集）ダイアログボックス（図 8-9）が開きます。
ここにショップの名前や住所、電話番号などを入力します。入力された情報は、レ
ポートのヘッダーに含まれます。

図 8-9 

ダイアログボックス下部にあるプレビューパネルは、印刷した際、情報がどのように表
示されるかを示します（図 8-9）。

3. 「Use Shop Info in Printout Header（プリント出力のヘッダーにショップ情報を
使用）」ボックスにチェックを入れると、ショップ情報がプリント出力に表示され
ます（図 8-9）。

4. 「Use timestamp in Vehicle System Report（車両システムレポートにタイムスタ
ンプを使用する）」ボックスにチェックを入れると、車両がスキャンされた時刻が
プリント出力に表示されます（図 8-9）。

5. 編集が終わったら、Save（保存）（図 8-9）を選択して情報を保存し、ダイアログボッ
クスを閉じます。
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8.7 ソフトウェアのアップグレードと更新
アップグレード /更新の詳細：
• Software Upgrade – ソフトウェアのアップグレードとは、新しいバージョンのソフ
トウェアのことです（購入情報については、お買い求めの販売店までお問合わせくだ
さい）。

• Software Update – ソフトウェアのアップデートとは、インストールされているソフ
トウェアのサービスリリースのことです。これは無償で利用することができ、インス
トールされているソフトウェアを更新するために必要に応じて提供されます。SSC
を使って診断ツールと PCを接続すると、SSCのソフトウェアは自動的にアップデー
ト情報を確認します。アップデート情報が存在すると、インストールの確認が行われ
ます。画面の指示に従って同意し、ソフトウェアのダウンロードとインストールを行
います。

 注意事項
アップデートまたはアップグレードを受信するには、SSCのソフトウェアを PCにイ
ンストールし、インターネットとの接続を確立しておきます。

 Example – 診断ツールのソフトウェア アップデート :

1. メニューバーから、Tools（ツール）> Update Software（ソフトウェアアップデート）
>（診断ツールタイプ – 例 ETHOS Edge, MODIS Edge, SOLUS Edge, etc.）の順
に選択します。（図 8-10）

ソフトウェアは、スナップオンのウェブサーバーに利用できるアップデートがないか確
認します。

図 8-10 

2. サービスリリースのアップデートがある場合、Next（次へ）を選択し、Download
（ダウンロード）を選択して画面上の指示に従い、インストールを完了します。
（図 8-11）

図 8-11 

 注意事項
ShopStream Connectのソフトウェアのためのアップデートとアップグレードに関する
詳細は、ShopStream Connectの取扱説明書をウェブサイトからダウンロードしてご
覧ください。http://diagnostics.snapon.com/usermanuals



56

ShopStream Connect ™ ソフトウェアのアップグレードと更新

8.7.1 エンドユーザー向け使用許諾契約
最初に購入してソフトウェアをインストールする前、およびそれ以降の全てのソフトウェ
ア更新／アップグレードをインストールする前には、エンドユーザー向け使用許諾契約
（EULA）への同意が必要です。

重要事項
ソフトウェアの使用は、エンドユーザー向け使用許諾契約の条項に基づくものとし
ます。診断ツールを初めてご使用される際には、必ずエンドユーザー向け使用許諾
契約を読んでください。お客様が本装置を使用することにより、使用許諾契約に同
意されたものとみなします。Snap-on Incorporated（スナップオン・インコーポレー
テッド社）のエンドユーザー向けソフトウェア使用許諾契約書は、以下の URLで
閲覧可能です：https://eula.snapon.com/diagnostics

同意する：表示された画面（図 8-12）で、ウインドウの左側にあるチェックボックスを
クリックし、Agree and Continue（同意して続行）を選択します。ソフトウェアは自動
的にインストールされます。
下図 8-12 は、EULA契約の一般的な同意画面を示しています。

図 8-12 EULA承認画面

拒否する：表示された画面（図 8-12）で、I Decline（拒否）を選択します。Go Back（戻
る）またはソフトウェアインストールを Exit（終了）するボタンが配置された確認メッセー
ジが表示されます（図 8-13）。

図 8-13 EULA承認画面
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この章では、診断ツールの基本的なクリーニング方法とバッテリーの交換手順について
説明します。

主な項目へのリンク
• 診断ツールのクリーニングと点検 57ページ
• バッテリーパックについて 57ページ
• タッチスクリーンのクリーニング 57ページ
• 安全にお使いいただくために 57ページ
• 新しいバッテリーパックの注文 58ページ
• バッテリーパックの取り外し /取り付け 58ページ
• バッテリーパックの処分について 59ページ

9.1 診断ツールのクリーニングと点検
この診断ツールが適切に動作するよう、定期的に次の作業を行います。
• 使用前後には、ハウジング、ケーブルやコネクターなどに汚れや損傷がないか点検
します。

• その日の作業が終了したら毎回、診断ツールのハウジング、ケーブルやコネクターを
柔らかい布できれいに拭きます。

重要事項
この診断ツールには、研磨剤が含まれた洗剤や自動車用ケミカル品は使用しないで
ください。

9.1.1 タッチスクリーンのクリーニング
タッチスクリーンは、柔らかい清潔な布と窓ガラス用クリーナーでお手入れができます。

重要事項
このタッチスクリーンには、研磨剤が含まれた洗剤や自動車用ケミカル品は使用し
ないでください。

9.2 バッテリーパックについて
9.2.1 安全にお使いいただくために
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。

警告

感電事故が起きるおそれがあります。
• 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）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前に、全てのテストリードを外して診断ツールの電源を
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や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、雨や雪、湿度の高い場所に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。
感電事故が発生して、ケガをするおそれがあります。



58

メンテナンス バッテリーパックについて

警告

爆発事故が起きるおそれがあります。
• リチウムバッテリーは工場でのみ交換可能です。その他のバッテリや不適切な代替
品を使用すると爆発事故が起きることがあります。

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。

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／取扱いには、以下の点に留意してください：
• バッテリー端子をショート（短絡）させないでください。
• 診断ツールやバッテリーパックを水に浸さないでください。また診断ツールやバッテ
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げいれないでください。

• 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、また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器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。

 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（約 30日以内）に使用してください。

長期間にわたりバッテリーパックを保管する場合は、性能の低下を防止するため、充電
量が 30 ～ 75％の状態で、涼しく乾燥し換気状態が良好な場所に保管してください。
なるべくバッテリーの寿命を延ばすために、装置を使用しない時は電源をオフにしてく
ださい。診断ツールには充電器が内蔵されているため、電源に接続するといつでもバッ
テリーが充電されます。

9.2.2 新しいバッテリーパックの注文
バッテリーパックを交換する必要がある場合、お近くの営業担当者にご連絡の上、新し
いバッテリーパックをご注文ください。

重要事項
Snap-on社の推奨交換用バッテリーパック以外は使用しないでください。

9.2.3 バッテリーパックの取り外し /取り付け

重要事項
バッテリーパックを交換する場合、Snap-on社の推奨交換用バッテリーパック以
外は使用しないでください。

 バッテリーパックを取り外す：
1. バッテリーカバーのスクリュを緩めると、バッテリーカバーがハウジングから離れ
ます。（図 9-1）

2. バッテリーパックカバーを外します。
3. バッテリーパックの下端を引いて、持ち上げながら取り外します。

 バッテリーパックを取付ける：
1. バッテリーパックにある矢印が上側に向くようにバッテリーパックの向きを合せま
す。（図 9-1）

2. バッテリーパックの上側を内側に傾けてツメを揃え、正し位置にはめ込みます。
3. バッテリーパックカバーを取り外した時と逆の手順で取付け、タブの位置を合せて
カバーを元の位置に戻します。

4. バッテリーパックカバーのスクリュを締め付けます。
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この面を上に

1 — バッテリパック
2 — バッテリーパックカバー
3 — バッテリーパックカバー・スクリュ

図 9-1 

9.2.4 バッテリーパックの処分について
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

重要事項
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。

アメリカ合衆国内での追加情報に関するお問い合わせ先：
• Rechargeable Battery Recycling Corporation（充電式バッテリーリサイクル社）
（RBRC）ウェブサイト：www.call2recycle.org 
電話：800 822-8837

カナダ国内での追加情報に関するお問い合わせ先：
• Rechargeable Battery Recycling Corporation（充電式バッテリーリサイクル社）
（RBRC）ウェブサイト：www.call2recycle.ca 
電話：888 224 9764

WEEEのロゴを有した製品（図 9-2）には、欧州連合の規定が適用されます。

図 9-2 WEEE ロゴ

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。



60

法令に関する情報

商標
Snap-onは米国およびその他の国で登録されたスナップオン・インコーポレーテッドの商
標です。その他すべてのマークや商標、登録商標は、それぞれの所有者の商標類です。

著作権に関する情報
©2019 Snap-on Incorporated. 許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ソフトウェアライセンスに関する情報
ソフトウェアの使用は、エンドユーザー向け使用許諾契約の条項に基づくものとします。
診断ツールにはエンドユーザー向け使用許諾契約書が付属しています。装置をご使用にな
る前に、必ずエンドユーザー向け使用許諾契約を読んでください。お客様が本装置を使用
することにより、使用許諾契約に同意されたものとみなします。Snap-on Incorporated（ス
ナップオン・インコーポレーテッド社）のソフトウェア使用許諾契約書は、以下の URL
で閲覧可能です：https://eula.snapon.com/diagnostics

特許に関する情報
米国およびその他の地域の特許によって保護されているスナップオン社製品の一覧につい
ては、以下の URLで参照ください：https://patents.snapon.com

取扱説明書の利用
この取扱説明書に掲載された診断ソフトウェアの画像や情報は、発行の時点で最新のバー
ジョンのものが使われています。ただし一部の情報については、以降の診断ソフトウェア
のバージョンに適用されない場合があります。

保証の除外と責任の制限
すべての図やイラストはあくまでも参照用です。この取扱説明書に記載されるすべての情
報、仕様、および図は、発行時に入手可能な最新の情報に基づいており、予告なく変更す
る場合がございます。この取扱説明書を作成する際には相当の注意をしておりますが、以
下についてもご確認ください：

• この取扱説明書に含まれるいかなる内容も、関連する機器の取得に関する規定条件
を定めた購入契約、あるいは賃貸借契約の標準的な規定条件を改変することも、変
更することもありません。

• この取扱説明書に含まれるいかなる内容も、お客様または間接的な第三者に対する
責任を拡大させることはありません。

スナップオン社は、この取扱説明書の内容を予告なく変更する権利を有しています。

重要事項
この機器の操作または保守を行う前に、安全性の警告および注意事項に関する説明
内容に特に注意して、この取扱説明書の内容をよくお読みください。

マニュアル /技術情報－取扱説明書は、最新の記載情報を保つために定期的に改訂されま
す。取扱説明書の最新版および関連するその他の技術文書については、弊社ホームペー
ジの診断機器のページからダウンロードしてください。

ZEESC334A Rev. A 25-A-19 NA
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法令に関する情報 連邦通信委員会（FCC）への適合宣言

連邦通信委員会（FCC）への適合宣言
本機は、FCC規則第 15章のクラス Bデジタル装置に関する規制要件に基づいて試験が
実施され、これに適合するものと認定されています。これらの規制要件は、居住区域内の
設置における有害な混信に対して妥当な保護を提供するものです。本機は無線周波エネル
ギーを発生、使用、および外部に放射することがあり、取り扱い指示に沿った設置および
使用をしない場合、無線通信を干渉することがあります。ただし、特定の設置条件下に置
いたからといって干渉が発生しないという保証はありません。無線やテレビの受信に悪影
響が生じる場合には（本機電源のオンオフにより確認できます）、以下に記した対策を通
じて事態の改善を図ってください。

• 受信アンテナの向きや位置を変えてください。
• 装置と受信機の距離を離してください。
• 受信機が接続された回路以外の回路上にあるコンセントに装置を接続してください。
• 販売店または無線やテレビに詳しい技術者に相談してください。
注意
本規則に責任を有する機関の明示的な承認なく変更や改造を行った場合、装置の使用権
限が失効することがあるのでご注意ください。
FCCによる無線周波数の放射暴露に関する声明
1. この送信機は他のアンテナや送信機と同じ場所に配置、または併用してはなりません。
2. 本機は、無制御状態の環境に対して制定された FCCの無線周波数放射規制に準拠し
ています。本装置においては、例えば膝上で操作する時のような、表示装置の背面を
人体に直接接触させた状態での試験を実施しています。FCC無線周波数暴露規制要件
への準拠を維持するため、送信中は送信アンテナへの直接的な接触を避けてください。

3. 装置は、FCC 規則第 15 章 407(e) に従い、すべての条件下での通常操作において
5.15GHzから 5.25GHzの周波数帯で動作するように意図されています。本装置の正常
な動作は、同一チャネルのMSS操作に対する有害な干渉の可能性を低減するよう屋
内での使用に限定されます。
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