
EAZ0057B01B Rev. A



商標に関する注意

Snap-on、スナップオン、ShopStream Connect、ETHOS、MODIS、SOLUS、SOLUS PRO、

Vantage PRO は、Snap-on Incorporated（スナップオン・インコーポレーテッド社）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。

著作権に関する注意

©2008 Snap-on Incorporated

無断複製を禁じます。

免責事項

本マニュアルに掲載した記載内容や仕様、図面は、編集時点での最新情報に基づくもので

す。

機能の中には、インターネット接続を必要とするものもあります。

本マニュアルと、該当するソフトウェアは、北米のみを対象としています。インターネッ

トにより、世界のどこででも本マニュアルとソフトウェアは入手できますが、その販売促

進とサポートは、北米市場でのみ行っております。

Snap-on は、予告なしに本マニュアルとソフトウェアに変更を加える権利を有しています。

Snap-on のウ ェ ブサイ ト

www.snapon.com ( 北米 )

テ クニカル サポー ト の電話番号

+1-800-332-2526 ( 米国限定 )

+1-800-424-7226 ( 北米 )

日本でのお問合せ

スナ ッ プオン ・ ツールズ株式会社

電話番号 ： 03-5534-1309
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安全について

この機器の使用者と周囲の方の安全を確保し、この機器やこの機器を搭載する車両の損傷

を防ぐため、この機器を操作されるすべての方がこの取扱説明書の安全に関する重要な指

示をよく読み、内容をよく理解することが重要です。この文書は、操作される方の目が届

く機器付近の場所に保管しておくことをお勧めいたします。

この機器は、適正な教育訓練を受け、適正な専門技能を有する自動車整備士が使用するこ

とを前提にして設計されています。この機器の使用者は、この取扱説明書に示す安全に関

する情報について特に注意を払いながら操作を行ってください。

車両の整備に用いられる手順、技術、器具、および部品、ならびに作業を行う整備士が持

つ技能には多様性や個人差があります。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、各自動車整備士の責任です。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脅かさない妥当で、許容

できる方法にて試験を実施しなければなりません。

操作者はこの機器を使用する前に、車両システムについて精通しておくものとします。こ

の機器を有効に、安全に、および正確に使用するには、車両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。この機器は、この取扱説明書

の説明に従ってのみ使用することができます。

この取扱説明書、付属の安全マニュアル、および試験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。

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。

回避できない場合、操作者や付近の者を巻き込む死傷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、操作者や付近の者を巻き込む死傷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
回避できない場合、操作者や付近の者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

重要な安全に関する指示

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。

表記例：

不意に車両が動き出すかも知れません。

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

不意に車両が動き出して負傷する危険性があります。 

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、付属の安全マニュアルを参照し

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 はじめに

ShopStream Connect™ ソフトウェアはパソコン用のソフトウェアで、故障診断ツールの機

能を拡張するものです。ShopStream Connect ソフトウェアを故障診断ツールと併用するこ

とで、以下の作業が可能になります。:

• 故障診断ツールとパソコンの間で、データを双方向でやり取りする。
• 故障診断ツールのデータファイルを、パソコンの画面で開く。
• 故障診断ツールのデータファイルに、ノートやコメントを追加し編集する。
• ソフトウェアのアップデートを、パソコンから故障診断ツールにインストールする。
• Enter the Ask-a-Tech というオンラインコミュニティに参加し、Fast-Track™ トラブル

シュートアドバイスを得る。

注意事項：
Ask-a-Tech は、Bundle 8.4 をお持ちのお客様のみご利用いただけます。



第 2 章 作業開始

本章では、お使いの故障診断ツール類をご自分のパソコンに接続する方法、また
ShopStream Connect™ ソフトウェアとの通信接続を行う方法について、説明します。

2.1 診断ツールとパソコンの接続
診断ツールをパソコンに接続するには、2 種類の USB ケーブルを使用します。

• ミニ A タイプの USB ケーブル ― ETHOS™、MODIS™、SOLUS PRO™、

VantagePRO™。

• A/B タイプの USB ケーブル ― SOLUS™.

USB ケーブルのコネクターとしては、次の 3 タイプがあります。（図 2-1）　

図 2-1  USB コネクター、各タイプの例

1- タイプ A コネクター ― パソコンで使用します。

2- ミニ A タイプコネクター ― ETHOS、MODIS、SOLUS PRO™、VantagePRO で使

用します。

3- タイプ B コネクター ― SOLUS で使用します。

故障診断ツールをパソコンに接続するには

1. USB ケーブルのタイプ A を、ご自分のパソコンのタイプ A の USB ポートに接続しま

す。

2. USB ケーブルのもう一方の端子を、故障診断ツールの適切な USB ポートに接続します。

─ ETHOS ― ユニットの 上部にあるミニ A タイプの USB ポート ( 図 2-2)

図 2-2  ETHOS での USB ポートの位置

重要事項：
初に ShopStream Connect ソフトウェアをご自分のパソコンにインストールする必要が

あります。その詳細については、ソフトウェアのインストール説明書をご覧ください。
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作業開始 診断ツールとパソ コ ンの接続
─ MODIS ― 回路板に取り付けられているミニ A タイプの USB ポート。ユニットの

左側ハンドグリップ下のコンパクトフラッシュ カードの上にあります。( 図 2-3)

図 2-3  MODIS USB ポートの位置

─ SOLUS ― ユニットの 上部にあるタイプ B の USB ポート ( 図 2-4)

図 2-4  SOLUS の USB ポートの位置

─ SOLUS PRO ― ユニットの 上部にあるミニ A タイプの USB ポート ( 図 2-5)

図 2-5  SOLUS PRO の USB ポートの位置

重要事項：
旧式の MODIS ユニットでは、本体脇の CF カードスロットの近くに USB ポートがありま

せん。また、ケーブルでのパソコンとの接続はできません。しかし、保存したファイルを
ShopStream Connect で表示することは可能です。また、旧式のユニットを現在の仕様に

アップグレードすることは可能です。詳しくは 37 ページの「付録 A」をご覧ください。
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作業開始 ソ フ ト ウ ェ アの始動
─ VantagePRO ― ミニ A タイプの USB ポート。ユニット 上部のスライド式シール

ドの下にあります。( 図 2-6)

図 2-6  VantagePRO の USB ポートの位置

2.2 ソフトウェアの始動
ShopStream Connect のソフトウェアは、ご自分のパソコンで実行できます。このソフト

ウェアの始動方法は、セットアップ時の設定によって異なります。ソフトウェアの始動方
法には、次の 2 通りがあります。

• Windows の「スタート」メニュー

• Windows デスクトップのショートカット

Windows の「スタート」メニューでソフトウェアを始動する

• 次のとおり選択します :　スタート > プログラム > ShopStream Connect > Shop-
Stream Connect ( 図 2-7)

図 2-7 「スタート」メニュー選択の例

Windows デスクトップのショートカットでソフトウェアを始動する

• ShopStream Connect アイコンをダブルクリックします。( 図 2-8)

図 2-8 デスクトップのアイコン
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作業開始 通信の接続
2.3 通信の接続
Snap-on™ の故障診断ツールごとに、通信の接続方法が微妙に異なります。次のいずれか

の方法で、パソコンの間の通信を接続してください。

•  ETHOS スキャン ツールとの通信を接続するには、5 ページをご覧ください。

•  MODIS ユニットとの通信を接続するには、7 ページをご覧ください。

•  SOLUS™ スキャンツールとの通信を接続するには、9 ページをご覧ください。

•  SOLUS PRO™ スキャンツールとの通信を接続するには、10 ページをご覧ください。

•  VantagePRO グラフ作成メーターとの通信を接続するには、12 ページをご覧くださ

い。

ETHOS スキャン ツールとの通信を接続するには

1. ETHOS ユニットの電源をオフにします。

2. USB ケーブルを、ETHOS ユニットとパソコンに接続します。詳細は、「診断ツールと

パソコンの接続」をご覧ください。

3. パソコンで、ShopStream Connect ソフトウェアを始動します。詳細は、「ソフトウェア

の始動」をご覧ください。 

4. ETHOS™ ユニットで、Y/3 ボタンと N/ ボタンを同時におさえながら、「電源

（Power）」ボタンを押します。

「サービスメニュー（Service Menu）」が表示されます。( 図 2-9)

図 2-9 「サービスメニュー（Service Menu）」の例

5. ETHOS ユニットの「サービスメニュー（Service Menu）」で、PC-LINK を選択しま

す。

パソコンでは、「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に表示されます。( 図 2-
10)

重要事項：
サービスメニュー（Service Menu）では、特に上記以外の機能を使用するよう求める正確

な指示がない限り、上記以外の機能は使用しないでください。この「サービスメニュー
（Service Menu）」の機能を不適切に使用すると、内部のファイル構造が混乱し、スキャン 
ツールが作動しなくなる場合があります。 
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作業開始 通信の接続
図 2-10 「リムーバブルディスク」のダイアログの例

6. 「キャンセル（Cancel）」ボタンをクリックします。

7. ShopStream Connect はデフォルト（初期設定）として、ETHOS スキャンツールに保管

されているデータを表示します。( 図 2-11) この表示が現れない場合には、ファイル

ディレクトリのリストの終わりにある ETHOS のアイコンをクリックしてください。

図 2-11  ETHOS のデータの例

パソコンと ETHOS の通信が接続されたら、ETHOS ユニットに「マウンティング

（Mounting）」画面が表示されます。 ( 図 2-12)
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作業開始 通信の接続
図 2-12 「マウンティング（Mounting）」画面の例

MODIS ユニットとの通信を接続するには

1. 「電源（Power）」ボタンを押して、MODIS ユニットの電源をオンにします。

2. 「メインメニュー（Main Menu）」から、UTILITIES > Connect to PC を選択し、Y を

押して選択します。( 図 2-13)

図 2-13  MODIS のユーティリティ（Utilities）メニューの例 

「パソコンとの接続を設定中（Configure for Connect to PC）」メッセージが表示されます。

( 図 2-14)
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作業開始 通信の接続
図 2-14  パソコンとの接続（Connect to PC）メッセージの例

3. Y を押して、MODIS ユニットの電源をいったんオフにします。

4. 電源（Power）ボタンを押して、MODIS ユニットの電源を再度オンにします。

「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」メッセージが表示されます。( 図 2-15)

図 2-15  MODIS の「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」メッセージの例 

5. タイプ A またはミニ A の USB ケーブルで、MODIS とパソコンを接続します。

a. タイプ A 接続ケーブルの端子は、パソコンの USB ポートに接続します。

b. ミニ A タイプのコネクターケーブルの端子は、ミニ USB ポートに接続します。

これは、MODIS ユニットの左側のハンドグリップの下にある小型のフラッシュ

カードの上にある回路板にあります。

図 2-16 リリーフクリップ EAS2036L38A

1- MODIS のミニ A タイプ USB ポート、リリーフクリップがない状態

2- MODIS のミニ A タイプ USB ポートにリリーフクリップを取り付けた状態

6. パソコンの画面に「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に現れた場合に

は、キャンセル（Cancel）をクリックします。( 図 2-17)

重要事項：
ミニ A タイプ USB 用リリーフクリップ (EAS2036L38A) を、必ず取り付けてください。(
図 2-16) このクリップは薄い金属性シールドで、コネクターの周囲を囲みコネクターを回

路板に固定します。このクリップをお持ちでない場合には、お買い求めの販売店にご連絡
ください。
8



作業開始 通信の接続
図 2-17 「リムーバブルディスク」のダイアログの例

7. ShopStream Connect を始動します。(4 ページの「ソフトウェアの始動」を参照。)　

ShopStream Connect はデフォルト設定として、MODIS ユニットに保存されているデー

タを表示します。この表示が現れない場合には、ファイルディレクトリリストの終わ

りにある MODIS アイコンをクリックしてください。

SOLUS™ スキャンツールとの通信を接続するには

1. 電源（Power）ボタンを押して、SOLUS ユニットの電源をオンにします。

2. メインメニュー（Main Menu）で、UTILITIES > Connect to PC を選択します。( 図
2-18)

図 2-18 SOLUS のメニューでのユーティリティ（Utilities）の例

3. Y を押します。「パソコンとの接続を設定中（Configuring for Connect to PC）」という

メッセージが表示されます。( 図 2-19)

図 2-19 「パソコンとの接続（Connect to PC）」メッセージの例 
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作業開始 通信の接続
4. Y を押して、SOLUS ユニットの電源をいったんオフにします。

5. 電源（Power） ボタンを押して、SOLUS ユニットの電源をオンにします。

「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」メッセージが表示されます。( 図 2-
20)

図 2-20 SOLUS の「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」のメッセージの例

6. タイプ A/B の USB ケーブルで、SOLUS とパソコンを接続します。

a. コネクターケーブルのタイプ A 端子は、パソコンの USB ポートに接続します。

b. コネクターケーブルのタイプ B 端子は、SOLUS ユニットの 上部にある USB
ポートに接続します。

7. パソコンの画面に「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に表示された場合

には、キャンセル（Cancel）をクリックします。( 図 2-21)

図 2-21 「リムーバブルディスク」のダイアログの例

8. ShopStream Connect を始動します。(4 ページの「ソフトウェアの始動」を参照。)　

ShopStream Connect はデフォルト（初期設定）として、SOLUS スキャンツールに保存

されているデータを表示します。この表示が現れない場合には、ファイルディレクト

リリストの終わりにある SOLUS アイコンをクリックしてください。

SOLUS PRO™ スキャンツールとの通信を接続するには

1. 電源（Power）ボタンを押して、SOLUS PRO ユニットの電源をオンにします。

2. メインメニュー（Main Menu）で、UTILITIES > Connect to PC を選択します。 ( 図 2-

18)　
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作業開始 通信の接続
図 2-22 SOLUS PRO のユーティリティ（Utilities）メニューの例

3. Y を選択します。「パソコンとの接続を設定中（Configuring for Connect to PC）」という

メッセージが表示されます。( 図 2-19)　

図 2-23 「パソコンとの接続（Connect to PC）」メッセージの例

4. Y を押して、SOLUS PRO ユニットの電源をいったんオフにします。

5. 電源（Power）ボタンを押して、SOLUS PRO ユニットの電源を再度オンにします。

「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」メッセージが表示されます。( 図 2-
20)

図 2-24 SOLUS PRO の「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」のメッセージの例

6. タイプ A/ ミニ A の USB ケーブルで、SOLUS PRO とパソコンを接続します。

a. コネクターケーブルのタイプ A 端子は、パソコンの USB ポートに接続します。

b. コネクターケーブルのミニ A タイプの端子は、SOLUS PRO ユニットの最上部に

ある USB ポートに接続します。

7. パソコン画面に「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に表示された場合に

は、キャンセル（Cancel）をクリックします。( 図 2-21) 
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作業開始 通信の接続
図 2-25 「リムーバブルディスク」のダイアログの例

8. ShopStream Connect を始動します。(4 ページの「ソフトウェアの始動」を参照。)　

ShopStream Connect はデフォルト（初期設定）として、SOLUS PRO スキャンツール

に保存されているデータを表示します。

この表示が現れない場合には、ファイルディレクトリリストの終わりにある SOLUS 

PRO アイコンをクリックしてください。

VantagePRO グラフ作成メーターとの通信を接続するには

1. 電源（Power）ボタンを押して、VantagePRO ユニットの電源を再度オンにします。

2. メインメニュー（Main Menu）で、UTILITIES > Connect to PC を選択します。

( 図 2-26)

図 2-26 VantagePRO の「ユーティリティ（Utilities）」メニューの例

3. Y を選択します。「パソコンとの接続を設定中（Configuring for Connect to PC）」という

メッセージが表示されます。( 図 2-27)
12



作業開始 通信の接続
図 2-27 「パソコンとの接続（Connect to PC）」メッセージの例

4. Y を押して、VantagePRO ユニットの電源をいったんオフにします。

5. 電源（Power）ボタンを押して、VantagePRO ユニットの電源を再度オンにします。

「パソコンとの接続モード（Connect to PC mode）」メッセージが表示されます。( 図 2-
28)

図 2-28 VantagePRO の「Connect to PC mode」のメッセージの例

6. タイプ A / ミニ A タイプの USB ケーブルで、VantagePRO と PC を接続します。

a. コネクターケーブルのタイプ A 端子は、パソコンの USB ポートに接続します。

b. コネクターケーブルのミニ A タイプの端子は、VantagePRO ユニットのミニ USB
ポートに接続します。このポートは、このユニットの 上部のスライド式シール
ドの下にあります。

7. パソコン画面に「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に表示された場合に

は、キャンセル（Cancel）をクリックします。( 図 2-29)
13



作業開始 通信の終了
図 2-29 「リムーバブルディスク」のダイアログの例

8. ShopStream Connect を始動します。(4 ページの「ソフトウェアの始動」を参照。)

ShopStream Connect はデフォルト（初期設定）として、VantagePRO スキャンツールに

保存されているデータを表示します。

この表示が現れない場合には、ファイルディレクトリリストの終わりにある

VantagePRO アイコンをクリックしてください。

2.4 通信の終了
故障診断ツールとパソコン間の通信を終了するには、次の手順に従います。

故障診断ツールとパソコン間の通信を終了するには

1. ShopStream Connect のメニューバーで、「File」をクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されます。

2. このドロップダウンメニューで、「終了（Exit）」を選択します。( 図 2-30)

図 2-30 終了（Exit）選択の例

3. USB ケーブルを故障診断ツールから外します。
14



第 3 章 ナビゲーション

3.1 メイン画面のレイアウト
この章では、ShopStream Connect™ ソフトウェアの画面のレイアウトについて説明します。

図 3-1 ShopStream Connect 画面のレイアウト

1- ツールフォルダ類

パソコンに保存してあるツールデータのファイルにアクセスするためのショート

カットです。

2- ツールバー

各種アイコンボタンがあり、データファイルでのいろいろな操作を実行できます。

3- ファイルディレクトリの構造

お使いのパソコンのファイルディレクトリの構造を、Windows の標準フォーマッ

トで表示しています。また、データリストの下方には、接続されている故障診断

ツールすべてを表示します。

4- モジュールツールバー

データ管理と Ask-a-Tech 機能とを切り替えます。

5- メニュー バー

メニュー項目としては、ファイル（File）、編集（Edit）、ツール（Tools）、印刷

（Print）、ヘルプ（Help）があります。

6- タブ

故障診断ツールあるいはパソコンに保存されているデータファイルとプリセット

設定にアクセスできるとともに、故障診断ツールのソフトウェアのバージョンに

関する詳細も表示できます。

7- メイン表示部

保存されているデータファイルの詳細を表示します。

8- プレビュー

選択したファイルがビットマップ（BMP）画像である場合、その例を表示します。
15



ナビゲーシ ョ ン モジュールツールバー
3.2 モジュールツールバー
モジュールツールバーにあるボタンや Data Manager、Ask-a-Tech を使って、ShopStream 
Connect の基本的な機能から機能へと迅速に切り替えることができます。

Ask-a-Tech とは、Snap-on 診断機器を北米で使用しているプロフェッショナルな技術者の

皆様のための、オンラインのフォーラムです。このフォーラムでは、他の技術者と直接に
やり取りをすることができるとともに、修理や診断の手法として効果が立証されているも
のがデータベースに蓄積されており、そのデータベースも利用できます。

Ask-a-Tech に入るには

1. モジュールツールバーで、Ask-a-Tech を選択します。

2. ドロップダウンメニューで、問題となっている車両の年式、型、モデルを入力しま

す。

3. 選択（Select）をクリックして、メインページを開きます。( 図 3-2)

図 3-2 Ask-a-Tech 画面の例

3.3 メニューバー
画面 上部にあるメニューバーには、ファイル（File）、編集（Edit）、ツール（Tools）、
印刷（Print）、 ヘルプ（Help）の各メニューがあります。
16



ナビゲーシ ョ ン メ ニューバー
3.3.1 ファイルメニュー

図 3-2 ファイルメニュー

ファイル（File）メニューからは、次の各機能が利用できます。

• ファイルを開く（Open File） ― データファイルを開いて、表示します。

• ・・・にコピー（Copy to...） ― 選択したファイルのコピーを、指定の場所に作成

します。（そのファイルが故障診断ツールにあれば、コピーはパソコンに。ファイ

ルがパソコンにあれば、コピーは故障診断ツールに）

• ・・・に移動（Move to...） ― 選択したファイルを他の位置に移動させます。（その

ファイルが故障診断ツールにある場合には、パソコンに。パソコンにある場合に

は、故障診断ツールに。）

• 削除（Delete）― 選択したファイルを削除します。

• 編集（Edit）― 選択したファイルの名前を変更します。

• E メール（Email）― 選択したファイルを添付した E メールを作成します。

• リフレッシュ（Refresh）― 表示画面を再度サンプリングし、更新します。

• 終了（Exit）― ShopStream Connect ソフトウェアを閉じます。

3.3.2 編集メニュー

図 3-3 編集メニュー

編集（Edit）メニューでは Windows の標準的な機能であるコピー（Copy）と貼り付

け（Paste）が利用できます。
17



ナビゲーシ ョ ン メ ニューバー
3.3.3 ツールメニュー

図 3-4 ツールメニュー

ツール（Tools）メニューでは、次の各機能が利用できます。

• ソフトウェアのアップデート（Update Software） ― お使いの故障診断ツールとパ

ソコンに、プログラムのアップデートをダウンロードします。

• バックアップ（Backup） ― 故障診断ツールのデータをパソコンにコピーします。

• 復元（Restore） ― 故障診断ツールのオペレーティングシステムを、再度インス

トールします。

• オプション（Options） ― 今回は、この機能は使用できません。

3.3.4 印刷メニュー

図 3-5 印刷メニュー

現在表示されている画面を、プリンターに送信します。

3.3.5 ヘルプメニュー

図 3-6 ヘルプメニュー

ヘルプ（Help）メニューでは、次の各コマンドが利用できます。

• ヘルプ（Help）― ソフトウェアに含まれているオンラインヘルプを開きます。

• ユーザーマニュアル（User's Manual）― ShopStream Connect のユーザーマニュア

ル（User's Manual）を、PDF 形式で開きます。 

• ShopStream Connect に関する情報（About ShopStream Connect）― Shop-

Stream Connect ソフトウェアの作動しているバージョンを表示します。
18



ナビゲーシ ョ ン ツールバーのアイ コ ン
3.4 ツールバーのアイコン

図 3-7 ShopStream Connect のツールバー

1- 開く（Open）

2- E メール（E-mail）

3- 削除（Delete）

4- 編集（Edit）

5- ••• にコピー（Copy to...）

6- ••• に移動（Move to...）

7- 保存（Save）

3.4.1 使用するアイコン
ツールバーで使用するアイコンは、以下のとおりです。

3.5 タブ
ShopStream Connect のメイン画面 上部にあるタブは、表示されているファイルの情報を

操作するためにあります。使用できる状態のタブは、ハイライト表示されています。

開く（Open） 選択（ハイライト）表示されているファイルを開きま
す。

E メール（E-mail）

E メール用のウィンドウを開き、現在選択されている

ファイルをその E メールに自動的に添付します。この

機能を使用するためには、コンピューターの E メール

接続が設定されており、機能している必要があります。

削除（Delete） 選択されているファイルを、故障診断ツールあるいは
パソコンのメモリーから削除します。

編集（Edit） ファイル名を変更するためのウィンドウを開きます。

・・・にコピー
（Copy To）

データやプリセット（ 初に設定済み）のファイルを、
コンピューターと診断ツールの内部メモリーとの間で
コピーします。

・・・に移動
（Move To）

データやプリセット（ 初に設定済み）のファイルを、
コンピューターと診断ツールの内部メモリーとの間で
移動します。

保存（Save） 開いているファイルを保存します。この機能は、ファ
イルに変更を加えた後のみ、作動します。
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ナビゲーシ ョ ン タ ブ
図 3-9 タブのサンプル

1- データ（Data）
故障診断ツールにあるデータファイルあるいはパソコンに保存しているデータ

ファイルのリストを表示します。

2- プリセット（Presets）
故障診断ツールあるいはパソコンのメモリーに保存されているプリセット（ 初

に設定済み）ファイルのリストを表示します。

3- システム情報（System Info）
故障診断ツールあるいはパソコンのシリアル番号とバージョン番号を表示します。

3.5.1 データ（Data）

図 3-10 データ画面の例

データ（Data）画面は、以下の各フレームで構成されています。

1- ファイルディレクトリの構造

Windows 標準フォーマットで、ファイル ディレクトリの構造を表示します。

2- メイン表示部

ファイル構造のフレームで選択されているディレクトリに保存されている、ツー

ルデータのリストを表示します。

3- プレビュー

選択されている BMP ファイルのサンプルを表示します。
20



ナビゲーシ ョ ン タ ブ
3.5.2 システム情報（System Info）

図 3-11 システム情報（System Info）タブの例

システム情報（System information）画面には、現在インストールされているソフト

ウェアの詳細な情報を表示します。

この情報の内容は、以下のとおりです。

• シリアル番号（Serial Number） ― お使いの故障診断ツールを、それだけのものと

して識別するために使います。

• バンドル番号（Bundle Number） ― ソフトウェアのリリース日付を識別するため

に使用します。

• バージョン番号（Version Number） ― そのソフトウェアのバージョンを識別する

ために使用します。
21



第 4 章 操作

4.1 ShopStream Connect™ ソフトウェアの始動
プログラムの始動に関する説明は、4 ページの「ソフトウェアの始動」をご覧ください。

4.2 操作方法
ShopStream Connect ソフトウェアは、マウスまたはパソコンのキーボードで操作できます。

4.2.1 マウスを使う
• マウスの左ボタンは、次の操作に使います。 

─ ツールバーのボタンやコントロールを選択する。

─ ドロップダウンメニューで、項目を選択する。

─  画面上の矢印キーを操作する。

• マウスの右ボタンは、次の操作に使います。

─ コンテキストによって変化するメニューを開く。

4.2.2 キーボードの使用
• 左矢印キーは、次の操作に使います。

─ ハイライト表示を左側の次に利用可能なボタンやコントロールに移動させる。

• 右矢印キーは、次の操作に使います。

─ ハイライト表示を右側の次に利用可能なボタンやコントロールに移動させる。

• 上矢印キーは、次の操作に使います。

─ ドロップダウンメニューで、ハイライト表示を上に移動させる。

─ ハイライト表示を下側のツールバーから上のツールバーに移動させる。

• 下矢印キーは、次の操作に使います。

─ ドロップダウンメニューで、ハイライト表示を下に移動させる。

• Enter ボタンは、次の操作に使います。

─ ハイライト表示されているツールバーボタンやコントロールを選択する。

─ ドロップダウンメニューでの選択項目を採用する。

─ ハイライト表示されているコントロールを作動させる。

• Esc ボタンは、次の操作に使います。

─ 機能を終了する。

─ 選択項目を変更せずに、ドロップダウンメニューを閉じる。

─ コントロールをリリースする。
22



操作 ド ラ ッ グ ・ アン ド ・ ド ロ ッ プの使用
4.3 ドラッグ・アンド・ドロップの使用
Windows の標準的なドラッグ・アンド・ドロップ操作によって、コンピューターに保存し

ているファイルを、ファイルディレクトリ構造のフレームへと移動させることができま
す。( 図 4-1) ShopStream Connect は、ソフトウェアをインストールする時点で、各ツール

（ETHOS、MODIS、SOLUS、SOLUS PRO、Vantage PRO）用に "Files" というフォルダを作

成します。デフォルト設定では、こうしたフォルダはハードドライブの 上部に配置され
ます。ファイルなどをこのリストから個別のフォルダに移すには、それをドラッグ・アン
ド・ドロップします。

図 4-1 ファイルディレクトリ構造フレームの例

4.4 ツールバーのボタンの使用
本節では、ツールバーボタンによる操作について説明します。15 ページの「メイン画面

のレイアウト」もご覧ください。

4.4.1 開く（Open）
ShopStream Connect のソフトウェアでは、パソコンと故障診断ツールのいずれにあるファ

イルでも、ユーザーがパソコンの画面でビットマップ（*.BMP）や動画（*.SPM）のファ

イルを表示することができます。

ファイルを表示するには

1. データ（Data）タブを選択します。

2. 表示したいファイルをハイライト表示します。

3. ツールバーで開く（Open）アイコンをクリックします。

選択しているファイルが、パソコン画面に表示されます。( 図 4-2)
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操作 ツールバーのボタ ンの使用
図 4-2 BMP ファイル表示の例

4.4.2 E メール（E-mail）
この機能では、選択したファイルのコピーを、パソコンあるいは故障診断ツールから E
メールで送信します。

E メール機能を使用するには

1. データ（Data）タブを選択します。

利用できるファイルのリストが現れます。

2. 画面に現れたりストで、送信したいファイルを選択してハイライト表示させます。

3. ツールバーで、E-mail を選択します。

新しいメッセージ（New Message）ウィンドウが開き、" 添付 "（Attach）フィールド

に選択したファイルが表示されます。( 図 4-3)

注意事項：
また、ファイル（File）メニューで File > Open File を選択するか、選択したファイル名

をダブルクリックしても、ファイルを表示できます。

注意事項：
この E メールの機能では、お使いのパソコンにインストールされている E メールプログ

ラムを利用します。パソコンが E メールを使用するように設定されていない場合には、こ

の機能は作動しません。
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操作 ツールバーのボタ ンの使用
図 4-3 E メール ウィンドウの例

4. あて先の E メールアドレスを入力し、メール本文を入力します。

5. 新しいメッセージ（New Message）ウィンドウのツールバーで、送信（Send）を選択

します。

4.4.3 削除（Delete）
パソコンに保存したファイルの大半は、通常はゴミ箱に入ることになりますが、Windows
の設定によって異なります。故障診断ツールのメモリーに保存したファイルは、必ず完全
に消去されます。

ファイルを削除するには

1. データ（Data）タブを選択します。

2. 削除したいファイルをハイライト表示します。

3. ツールバーの削除（Delete）アイコンをクリックします。

4. 確認の画面が表示されます。

a. はい（Yes）をクリックして、そのファイルを完全に消去します。

b. 削除をしない場合には、いいえ（No）をクリックしてキャンセルします。

4.4.4 編集（Edit）
編集（Edit）ボタンでは、ファイルの名称を簡単に変更できます。

ファイル名称を編集するには

1. データ（Data）タブを選択します。

2. 名称を変更したいファイルをハイライト表示します。

3. ツールバーで編集（Edit）アイコンをクリックします。

新しいファイル名（New File Name）ウィンドウが開きます。( 図 4-4)
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操作 メ ニュー バーのボタ ンの使用
図 4-4 新しいファイル名（New File Name）ウィンドウの例 

4. そのファイルの新しい名称をタイプ入力します。

5. OK をクリックして、ウィンドウを閉じます。

4.4.5 ・・・にコピー（Copy To）
・・・にコピー（Copy To...）機能を使うと、選択したファイルのコピーが、パソコンある

いは故障診断ツールに作成されます。元のファイルの場所により、コピーはパソコンある
いは故障診断ツールに送信されます。・・・にコピー（Copy To）を選択すると、ドロッ

プダウンメニューが表示され、ファイルのコピー先が表示されます。元のファイルは、コ
ピー後も元の位置に残り、使用できます。

4.4.6 ・・・に移動（Move To）
・・・に移動（Move To...）機能を使うと、故障診断ツールのメモリーとパソコンの間で、

ファイルを移動させることができます。

故障診断ツールのメモリーとパソコン間でファイルを移動するには

1. データ（Data）タブを選択します。

メモリーにあるファイルのリストが表示されます。

2. そのリストで、移動したいファイルを選択します。

3. ・・・に移動（Move To...）を選択します。

利用できるフォルダを示すドロップダウンメニューが表示されます。

4. そのファイルの移動先にしたいフォルダを選択します。

選択したファイルが、指定したフォルダに移動します。

4.5 メニュー バーのボタンの使用
本節では、メニューバーのボタンの使い方を説明します。15 ページの「メイン画面のレ

イアウト」もご覧ください。

4.5.1 ファイル（File）
ファイル（File）ボタンで利用できる各操作を、次で簡単に説明します。 こうした機能の

多くは、ツールバーでの対応する機能と同一か、よく類似しています。23 ページの

「ツールバーのボタンの使用」も、参照してください。File ボタンでの操作の一部は、対

象となるファイル名をデータのリスト内でハイライト表示させておき、マウスの右ボタン
をクリックすることでも、使用することができます。
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ファイルを開く（Open File）
この機能は、データファイルを開いて表示します。ShopStream Connect ソフトウェアでは

ユーザーが、ビットマップ (*.BMP) ファイルならびに動画 (*.SPM) ファイルを表示するこ

ともできます。これらのファイルがパソコンにあるのか、故障診断ツールにあるのかを問
いません。この操作は、マウスの右ボタンのクリックでも行うことができます。

・・・にコピー（Copy To...）
この機能を使うと、選択したファイルのコピーをパソコンあるいは故障診断ツールに作成
します。（そのファイルが故障診断ツールにある場合には、パソコンにコピーを作成。パ
ソコンにある場合には、故障診断ツールにコピーを作成。）この操作も、マウスの右ボタ
ンのクリックでも行うことができます。

・・・に移動（Move To...）
この機能を使うと、選択したファイルがもう一方の場所へと移動します。（そのファイル
が故障診断ツールにある場合には、パソコンに。パソコンにある場合には、故障診断ツー
ルに。）この操作も、マウスの右ボタンのクリックでも行うことができます。

削除（Delete）
この機能を使用すると、選択したファイルを削除します。この操作も、マウスの右ボタン
のクリックでも行うことができます。

編集（Edit）
この機能を使用すると、選択したファイルの名称を変更する事ができます。この操作も、
マウスの右ボタンのクリックでも行うことができます。

E メール（Email）
この機能を使用すると E メールのメッセージを作成でき、その E メールには選択したファ

イルのコピーが添付されます。この操作も、マウスの右ボタンのクリックでも行うことが
できます。

リフレッシュ（Refresh）
この機能を使うと、表示画面を再度サンプリングし、更新します。

終了（Exit）
この機能は、ShopStream Connect ソフトウェアを終了します。

4.5.2 編集（Edit）
編集（Edit）メニューでは、コピー（Copy）とペースト（Paste）の両コマンドが利用で

きます。

ファイルをコピーペーストするには

1. データ（Data）を選択して、使用できるファイルのリストを表示します。
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2. コピーするファイルを選択してハイライト表示します。

3. メニューバーで、Edit > Copy を選択します。

4. ファイル ディレクトリ構造（File Directory Structure）ウィンドウで、そのファイルの

コピー先となるフォルダを選択してハイライト表示します。

5. メニューバーで、Edit > Paste を選択します。

これでファイルは、指定した場所にコピーされました。

4.5.3 ツール（Tools）
ツール（Tools）メニューは、メンテナンスや点検保守関連の操作に使用します。

ソフトウェアのアップデート（Update Software）
この機能を使うと、ShopStream Connect のアプリケーション ソフトウェアや故障診断ツー

ルにあるソフトウェアをアップデート（更新）することができます。ソフトウェアのアッ
プデートは、パソコンからインターネット経由で Snap-on Web サーバーに接続して行いま

す。

ShopStream Connect アプリケーションソフトウェアをアップデートする

には

1. ShopStream Connect アプリケーションを起動します。

2. メニューバーで、Tools > Update Software > ShopStream Connect™ を選択します。

図 4-5 Update Software を選択する例

Snap-on Web との接続ができると、ShopStream Connect アップデートマネジャー（Update 
Manager）というダイアログボックスが開き、そのアプリケーション用の更新版があるか

どうかを、ソフトウェアが確認中であることを表示します。( 図 4-6)

図 4-6 更新版の確認中であるというメッセージの例

3. Next（次に）を選択して、操作を進めます。
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更新版を利用できる場合には、図 4-7 のようなメッセージが表示されます。

図 4-7 更新版の利用が可能というメッセージの例

4. Download（ダウンロード）を選択し、画面の指示に従って、アップデートを完了し

ます。

故障診断ツールのソフトウェアをアップデートするには

1. アップデートする診断ツールをパソコンに接続し (2 ページの「診断ツールとパソコ

ンの接続」も参照 )、そのツールを「パソコンと接続（Connect to PC）」モードにしま

す。(5 ページの「通信の接続」も参照 )　

2. ShopStream Connect アプリケーションを起動します。

3. メニューバーで Tools > Update Software > SOLUS を選択します。（該当するほかの

ツールを選択）

図 4-8 更新ソフトウェアの選択の例　

Snap-on Web サーバーとの接続ができると、ShopStream Connect Update Manager のダイアロ

グが開き、接続されている診断ツールのアップデートが利用できるかどうか、ソフトウェ
アが確認中であることを知らせます。( 図 4-9)

図 4-9 更新の利用を確認しているというメッセージの例

注意事項：
以下の手順解説では、SOLUS を例としています。他の診断ツールでも、更新方法は同様

です。Update Software のドロップダウンメニューで選択されて表示されるのは、お使い

のパソコンに接続されていてアクティブになっているツールのみです。
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4. Next（次へ）を選択して、操作を続けます。

利用できるアップデートがあれば、図 4-10 のようなメッセージが表示されます。

図 4-10 利用できる更新があるというメッセージの例

5. Download（ダウンロード）を選択し、画面に表示される指示に従い、アップデート

を完了します。

バックアップ（Backup）
この機能は、故障診断ツールのデータをパソコンにコピーします。

復元（Restore）
この機能は、故障診断ツールのオペレーティングシステムを、再度インストールします。

オプション（Options）
今回は、この機能は使用しません。

4.5.4 印刷（Print）
現在表示中の ShopStream Connect 画面をプリンターへと送信します。

画面に表示されている情報を印刷するには

1. Print > Screen を選択します。

印刷（Print）ダイアログボックスが表示されます。 

2. 印刷（Print）ダイアログボックスで、OK を選択します。

4.5.5 ヘルプ（Help）
お使いのユニットにはツールヘルプ（Tool Help）があり、参照用の情報と手順に関する情

報が含まれています。Help ボタンでは、次の選択ができます。

• ヘルプ（Help） ― ツールに関する参照情報と手順の情報で、ウェブブラウザーに表示

されます。
• ユーザーマニュアル（User's Manual） ― Tool Help ファイルの印刷できる（PDF）

バージョンです。
• ShopStream Connect に関する情報（About ShopStream Connect） ― ShopStream 

Connect のバージョンを表示します。
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4.6 動画ファイルの閲覧
ShopStream Connect software では、故障診断ツールで撮影した動画をパソコンの画面で見

ることができます。動画を選択すると、Scanner DataViewer でその動画が開き、表示され

ます。( 図 4-11) Scanner DataViewer ではさらに、何通りかの方法で表示されている動画

データをカスタマイズ設定することも可能です。ナビゲーションのオプションも、いくつ
かあります。

図 4-11 Scanner DataViewer の例

1- メニューバー

2- 表示ツールバー

3- 動画画面

4- プロパティアイコン

5- ナビゲーションツールバー

6- パラメーターのリスト

7- パラメーター設定用タブ

4.6.1 メニューバー
画面 上部のメニューバーには、ファイル（File）、表示（View）、ツール（Tools）、ヘル

プ（Help）の各メニューがあります。希望する項目をクリックすれば、各メニューが表示

されます。 

ファイル（File）メニュー

File（ファイル）メニューには、次の選択項目があります。( 図 4-12):
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図 4-12 Scanner DataViewer のファイルメニュー

• 読み込み（Load...） ― 動画ファイルを選択し開くために使います。ナビゲーション用

のウィンドウが開きます。
• すべて印刷（Print All...） ― 現在表示している画面全体を、プリンターに送信するた

めに使います。
• グラフを印刷（Print Graph(s)...） ― 選択したグラフをプリンターに送信するために

使います。
• グラフ印刷のプレビュー（Graph(s) Print Preview...） ― 印刷する前にグラフのプレ

ビューを見るために使います。
• 終了（Exit） ― Scanner DataViewer を終了するのに使います。

グラフを印刷（Print Graph(s)）あるいはグラフ印刷のプレビュー（Graph(s) Print Preview）

を選択すると、ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスでは、ユーザー
がどのグラフを対象にするのか、1 ページにいくつのグラフを入れるのか、テキストが含

まれる場合にはそのフォントを選択できます。( 図 4-13)

図 4-13 グラフ選択ダイアログボックスの例

グラフを印刷するには

1. 希望するパラメーターをクリックします。ボックスにチェックすると、そのボックス

に対応するグラフが印刷されます。パラメーターを除外するには、ボックスをもう一

度クリックします。

2. フォントを変更するには、変更（Change）を選択します。この操作により、Win-

dows の標準のフォントダイアログボックスが開きます。

a. ご希望のフォントを変更します。
b. OK をクリックして、フォントのダイアログボックスを閉じます。

3. 選択事項をすべて選択したら、OK をクリックします。

印刷のダイアログボックスが開きます。

4. OK をクリックします。
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a. グラフ印刷（Print Graph(s)）を選択している場合には、そのファイルがプリン

ターに送信されます。
b. グラフ印刷のプレビュー（Graph(s) Print Preview）を選択している場合には、プレ

ビュー用のウィンドウが開きます。そこから該当ファイルをプリンターに送信し
たい場合には、プリンターのアイコンをクリックします。( 図 4-14) 

図 4-14 印刷プレビューウィンドウの例

表示（View）メニュー

表示（View）メニューでは、ユーザーが画面でデータの表示される方法を変更することが

できます。( 図 4-15)

図 4-15 Scanner DataViewer の表示（View）メニューの例

このメニューでは次の選択が可能です。希望の項目を選択してハイライト表示し、マウス
でクリックしてください。

• テキストのみ（Text Only） ― すべてのパラメーターとその値とを、テキスト形態で

のみ表示します。
• グラフのみ（Graphs Only） ― すべてのパラメーターを、グラフ形態だけで表示しま

す。
• テキストとグラフ（Text and Graphs） ― すべてのパラメーターとその値を、画面左

側のパネルではテキストで、画面右側のパネルではグラフで、表示します。

ツール（Tools）メニュー

ツール（Tools）メニューでは、ユーザーがプロパティ（Properties）ダイアログ ボックス 
( 図 4-16) を開いて画面の属性を変更することができます。
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図 4-16 プロパティ（Properties）ダイアログボックスの例

プロパティ（Properties）ダイアログボックスには 2 つのセクションがあり、共有グラフプ

ロパティ（Shared Graph Properties）と個別プロパティ（Individual Properties）です。共有グ

ラフプロパティ（Shared Graph Properties）に変更を加えると、すべてのグラフにその変更

が加えられます。個別プロパティ（Individual Properties）に変更を加えると、選択したグ

ラフにだけその変更が加えられます。次の選択が可能です。

• グリッド線を表示（Show Grid Lines） ― グラフの主な区分ごとに線が表示されま

す。クリックして、選択あるいは選択を解除します。
• 表示項目（Display Item） ― リストされている項目の表示される色を見るために使い

ます。項目を 1 つ選択してハイライト表示すると、その時点での色が Color ボックス

に表示されます。
• 変更（Change） ― ハイライト表示されている項目の色を変更するために使用します。

選択すると、カラーパレットが開きます。
• 画面の整理（Sweep） ― 画面上に表示されるデータフレームの個数を調整します。

（ズームインまたはズームアウト）ハイライト表示して、希望する数値をタイプ入力
してください。

• 色をリセット（Reset Colors） ― デフォルトの色設定に戻すために使用します。

• データ項目（Data Item） ― プルダウンメニューで、修正を加える個別のグラフを選

ぶのに使用します。
• 自動スケール調節（Auto Scale） ― このボックスをチェックしておくと、Y 軸座標の

大値と 小値が、信号にあわせて自動的に校閲されて表示されます。値をご自分で
設定されたい場合には、このボックスのチェックを外してください。

• Y 軸の範囲（Y Axis Range） ― 選択ボックスに希望する 小値と 大値をタイプ入力

したい場合に使用します。このフィールドは、前記の自動スケール調整（Auto Scale）
の選択を解除した場合にのみ、アクティブになります。

• OK ― 加えた変更を適用して、プロパティ（Properties）ダイアログボックスを閉じま

す。
• キャンセル（Cancel） ― 変更を適用せずに、プロパティ（Properties）ダイアログ 

ボックスを閉じます。
• 適用（Apply） ― 加えた変更を適用し、プロパティ（Properties）ダイアログボックス

は開いたままにします。

注意事項：
各グラフにあるプロパティ（Properties）アイコンからも、プロパティ（Properties）ダイ

アログボックスを開くことができます。( 図 4-11)
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4.6.2 表示（Display）ツールバー 
表示（Display）ツールバーは、グラフ表示とデータ表示とを切り替えるために使用しま

す。

• 終了（Exit） ― Scanner DataViewer を終了します。

• 88 DataItem  ― グラフ表示とデータ表示を速やかに切り替えます。

• 1 to 16  ― 一度に何個のグラフを表示するのかを決めます。

画面表示を切り替えるには

1. 希望する画面表示を示す項目を選択してハイライト表示にします。

2. マウスの左ボタンをクリックします。

新しく選択した表示の画面が表示されます。( 図 4-17)

図 4-17 画面表示を切り替えた例

4.6.3 ナビゲーション（Navigation）ツールバー
ナビゲーション（Navigation）ツールバーには、次のボタンがあります。

（画面下の）スライダーバーは、表示をズームインした場合にのみアクティブになります。
左側の数字は、現時点でどのフレームが表示中なのかを示しています。このスライダー
バーがアクティブになると、それをドラッグするか、あるいはスライダーバーの両端どち

1 つ前のフ レーム
（Previous Frame）

1 つ前のフレーム（画面）に戻します。

次のフ レーム
（Next Frame）

1 つ次のフレーム（画面）に進めます。

一時停止 （Pause）
動画の再生中であることを示しています。選択すると、
動画が停止します。

再生 （Play）
動画が一時停止中であることを示しています。選択す
ると、再生を再開します。

ズームイ ン
（Zoom In）

表示のズーム率を、徐々に増加させます。

ズームアウ ト
（Zoom Out）

表示のズーム率を、徐々に減少させます。
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らかの矢印をクリックすれば、拡大表示されている動画画面の中のどこを表示するか、選
ぶことができます。( 図 4-18)

図 4-18 動画表示の場合のスライドバーの例

4.6.4 パラメーターのリストとタブ
パラメーターのリストには、各パラメーターの名称と、現在のフレームでの値とを示して
います。パラメーターの設定タブを使うと、利用できるすべてのパラメーターを表示する
か、またはカスタマイズしたリストにあるパラメーターのみ選ぶのか、選択することがで
きます。

パラメーターのリストをカスタマイズするには

1. カスタム（Custom）パラメータータブを選択します。

2. リストを編集（Edit List）カスタムウィンドウで、Edit List（リストを編集）を

クリックします。

使用できるパラメーターのリストが表示されます。( 図 4-19) チェックされているパ

ラメーターが表示され、チェックのないパラメーターは表示されません。個々のパラ

メーターをクリックすれば、選択あるいは選択解除できます。選択プロセスを迅速に

したければ、すべてを選択（Select All）や 1 つも選択しない（Select None）を利用で

きます。

図 4-19 パラメーター編集リストの例

3. 表示リストに入れたいパラメーターを選択します。

4. OK をクリックして、ウィンドウを閉じます。

これで、ユーザーのカスタムリストにあるパラメーターだけが表示されます。
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付録 A 初期の MODIS™ ユニットと

の通信

当初の MODIS プリント回路板には、側面の CompactFlash® (CF) カードスロットにミニ A
タイプの USB ポートがありませんでした。そのため、USB ケーブルでコンピューターと

直接に接続することができません。しかし、ShopStream Connect™ ソフトウェアがあれば、

初期の MODIS にあるファイルを表示することは可能です。下記にある手順に従ってくだ

さい。

A.1 初期の MODIS ファイルの表示
初期の MODIS にあるファイルを表示するには、お使いのパソコンに接続できる CF カー

ドリーダーが必要です。CF リーダーは一般的な商品で、コンピューターやオフィス機器

の販売店等で購入できます。

初期の MODIS にあるファイルを表示するには

1. MODIS unit の電源をオフにします。

2. MODIS から CF カードを外します。

3. CF カードリーダーを PC に接続し、MODIS の CF カードを CF カードリーダーに挿入

します。

4. パソコン画面に「リムーバブルディスク」のダイアログが自動的に表示された場合に

は、キャンセル（Cancel）をクリックしてください。

5. ShopStream Connect を起動します。

ShopStream Connect が、CF カードを MODIS ユニットとして認識し、ディレクトリツ

リーの中で使用できる選択肢の 1 つとして、この「MODIS ユニット」を表示します。

この表示がされない場合には、次の操作を行ってください。

a. Windows® からの操作で、その CF カードを開きます。

b. User フォルダを開き、さらに Data フォルダを開きます。

保存されているデータファイルのリストが表示されます。
c. ShopStream Connect で表示したいファイルをコピーします。

d. コンピューターで、対象となるフォルダ (C:\Documents and Settings\All 
Users\ApplicationData\ShopStream\MODIS Files) を開きます。

e. 表示したいファイルを、対象となるフォルダにペーストします。

これで、ファイルを ShopStream Connect で表示する用意ができました。

重要事項 ：
CF カードの上記以外の場所にあるファイルには、手を加えないでください。変更などを

行うと、MODIS ユニットの作動に影響が出る場合があります。
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