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法令に関する情報

商標

Snap-on、スナップオン、ShopStream、および ShopStream Connect 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、それぞれの所有者に帰属する商標類です。

著作権に関する情報

©2014 Snap-on Incorporated. 許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

免責事項

この取扱説明書に記載される情報、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います。この取扱説

明書を作成する際には相当の注意を払っていますが、

この取扱説明書に含まれるいかなる内容も、この取扱説明書に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増大させることはありません。• 

Snap-on 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。

インフォメーション

ウェブサイト ：

http://diagnostics.snapon.com

ショップストリーム コネクト

http://diagnostics.snapon.com/ssc

技術サポート - 電話 /E メール

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

その他の国・地域における技術サポートについては、ご購入いただいた販売店までお問い合わせください。

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

必ずお読みください

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場合があります。試験の対象となるシステムに精通して

おくことは、作業される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、作業エリアにいる他の作業者、使用する設備、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、且つ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、付属の安全についてのマニュアル、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、操作者や付近にいる方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、操作者や付近にいる方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。

回避できない場合、操作者や付近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 重要な安全上の指示

安全に関する情報の表記について

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

すべての情報の冒頭には、危険性のレベルを示す言葉が示されています。

安全に関する情報は、3 種類の書体を用いて示されています。

通常の書体は、危険性の存在を示しています。• 

太字は、 危険を回避するための方法を示しています。• 

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

アイコン等を使用して、潜在的な危険性の存在を示している場合もあります。

表記例：

不意に車両が動き出す危険性があります。

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

不意に車両が動き出して負傷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 この取扱説明書の使い方

1.1 内容

この取扱説明書では、診断ツールの機能と基本操作のご紹介を通じて、ツールの基本的な使い方を

説明しています。

この取扱説明書で示す図には、お使いのシステムには含まれていないモジュールやオプション機器

について記載されている場合があります。その他のモジュールやオプション機器の使用等について

は、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

1.2 表記について

次の表記方法を採用しています。

1.2.1 用語

「Scanner（スキャナ）」および「Scanner function（スキャナ機能）」とは、診断ツールのスキャナの機

能を説明するために使われます。

表記例：

ホーム画面から• Scanner（スキャナ）を選びます。

スキャナのメインメニューから• Continue（続行する）を選択します。

Scanner function（スキャナ機能）では、多くの診断試験の実行が可能です。• 

「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）、または類似のボタンを押して選択した内容を確定することを意味します。

表記例は、以下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、または類似のボタンを押します。

1.2.2 記号

不等号（>）は、一連の選択項目（ナビゲーション）を略式で示しています。

表記例は、以下の手順を省略して示したものです：Tools（ツール） > Connect-to-PC（PC に接続）

を選択してください。

1. ホーム画面から Tools（ツール）を選択します。

2. Tools（ツール）メニューの Connect-to-PC（PC に接続）をハイライト表示にします。

3. Connect-to-PC（PC に接続）を選びます。

矢印（t、u、p、q）は、ナビゲーション操作において、方向矢印ボタンの 4 つの方向を示す記号です。

表記例：下方向の矢印qを押してください。
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この取扱説明書の使い方 表記について

1.2.3 太字体

太字体は、ボタンやメニューのオプションなど、選択可能な項目を強調するため、手順の説明で用

いられています。

表記例：OK ボタンを押してください。

1.2.4 注意事項と重要事項

次の表記を用いて説明しています。

注意事項

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

表記例：

 注意事項 ：

追加情報については…

重要事項

「重要事項」では、回避できない場合、試験設備や車両の損傷を招くおそれが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 ECM と通信を行っている間は、データケーブルの接続を取り外さないでください。

1.2.5 ハイパーリンク

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

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

ます。

表記例：

 重要事項 ：

このこの診断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読んでください。

1.2.6 手順

左側にある矢印のアイコンは、手順を示しています。

表記例：

 画面の表示方法を変更する ：

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. メニューから選択肢を 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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第 2 章 はじめに

この章では、コントロールボタン、データ接続端子、バッテリパック、電源など、診断ツールの基

本的な機能について説明しています。詳しい技術仕様については、この章の最後を参照してください。

2.1 コントロール ボタン

診断ツールの右側に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。これら以外の全ての診断ツールの操作は、タッチスクリーンで行います。

図 2-1 前面

アイテム ボタン 内容

1
Y/ ✓または同意 

（プッシュタイプのボタン）

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。

2
N/X またはキャンセル 

（プッシュタイプの 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。
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はじめに データコネクタ、 電源コネクタ

アイテム ボタン 内容

3
方向・矢印（サムパッド - 
ロッカータイプボタン）

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（• p）

下（• q）

左（• t）

右（• u）

4
S ・ ショートカット

（プッシュタイプのボタン）

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、61 ページの 「ショートカットキーの設定」
を参照してください。

5
電源・オン／オフ

（プッシュタイプのボタン）

装置の電源をオン／オフにします。また、
緊急シャットダウンを実行する時は、この
ボタンを 5 秒間押し続けます。

2.2 データコネクタ、 電源コネクタ

データコミュニケーションケーブルや AC/DC 電源用のコネクタやジャックは、診断ツールの上面に

あります。

図 2-2 上面

アイテム 内容

1

バッテリステータスインジケータ LED
グリーン – バッテリーは完全に充電されています• 

レッド – バッテリー充電中• 

イエロー - バッテリーについて表示しています• 

2 DC 電源入力ジャック - AC/DC 電源の接続

3 ミニ USB ジャック － 診断ツールとパソコンをつなぐための USB 接続端子です。

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

ますています。

重要事項　診断ツールを操作するには、 このマイクロ SD カードの装着が必須です。 診断ツー

ルの電源が入っている状態で、 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 － 診断ツールと車両のデータリンクコネクタ（DLC）をつなぐため

のケーブル接続端子です。
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はじめに バッテリーパックとスタンド

2.3 バッテリーパックとスタンド

1— バッテリー パック

2— バッテリー カバー

3— ビルトイン スタンド （開いた状態） － 診断ツール背面にある内蔵型のスタンドは、使用状況に応

じて開閉が可能です。

図 2-3 後面
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はじめに 電源

2.4 電源

次の電源から電力を受けることができます。

内蔵バッテ• リ

AC/DC 電• 源

車両からの電源出• 力

2.4.1 内蔵バッテリ

この診断ツールには、内蔵型の充電式バッテリから電源を供給することができます。標準バッテリ

をフル充電した状態であれば、連続 3.5 時間にわたり電力を供給することが可能です。

車両に搭載された DLC（データリンクコネクタ）にデータケーブルを接続するか、AC/DC 電源を家

庭用電源コンセントに接続することで、内蔵バッテリを充電することができます。

装置上面にある LED（図 2-3）は、診断ツールに DC 電力が供給されていることを示します。

グリーン•  – バッテリーは完全に充電されています

レッド•  – バッテリー充電中

イエロー•  – バッテリーについて表示しています。ほとんどの場合、バッテリ温度の過度の上昇 

（104 ºF ／ 40 ºC 以上）により、充電ができなくなった状態を示しています。診断ツールの温度が

低下するのを待ち、操作を再開してください。

2.4.2 AC/DC 電源

診断ツールには、AC/DC 電源アダプタを使用して家庭用電源コンセントから電源を供給することが

できます。AC/DC 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/DC 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最中には、絶対にオプションの電源ケーブルや AC/DC 電源ア
ダプタを接続しないでください。

2.4.3 車両からの電源出力

OBD-II/EOBD に準拠したすべての車両には、データリンクコネクタ（DLC）にバッテリ電源（B+）

があります。診断ツールをデータケーブルで車両の DLC につなぐと、診断ツールに電源が供給され

ます。データケーブルの DLC 側のコネクタには緑色 LED がついており、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、まずは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 DLC の電力回路を確認してください。データケーブルの追加情報

については、17 ページの 「データケーブルの接続」 を参照してください。

DLC で使える車両用バッテリ電源（B+）のない OBD-II/EOBD 非準拠の車両で試験を行う場合には、

オプションの電源ケーブルが必要になります。オプションについては、お買い求めの販売店までお

問い合わせください。

 重要事項 ：

診断ツールが車両と通信を行っている最中には、絶対にオプションの電源ケーブルや AC/DC 電源ア
ダプタを接続しないでください。
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はじめに 技術仕様

2.5 技術仕様
アイテム 内容／仕様

タッチスクリーン 抵抗膜方式タッチパネル

ディスプレイ 8.0 インチ（対角方向）、カラー LCD

800 × 480（解像度）、SWVGA

バッテリ 充電式リチウムイオンバッテリパック

動作時間：約 3.5 時間

充電時間：約 5 時間

DC ジャックの動作電圧 10V、30V - DC

幅 11.1 インチ（281 mm）

高さ 6.3 インチ（160 mm）

奥行 1.6 インチ（40.3 mm）

重量 （バッテリパックを

含む）

2.6 ポンド（1.18 kg）

動作温度範囲 （周囲） 相対湿度（結露なきこと）：0 ～ 90％

32 ～ 113 ºF（0 ～ 45 ℃）

保存温度 （周囲） 相対湿度（結露なきこと）：0 ～ 70％

－ 4 ～ 140 ºF（－ 20 ～ 60 ℃）

環境条件 室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。

電源供給 定格電源：15 VDC、2A



10

第 3 章 基本操作とナビゲーション

この章では、基本的な診断ツールの操作方法、画面レイアウト、ナビゲーション、アイコンの機能、

画面メッセージについて説明します。診断ツールを操作する前に、バッテリーが完全に充電されて

いるか確認します。または AC 電源を接続します。

3.1 電源のオン／オフ または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、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

データケーブル、または AC/DC 電源から電力が供給されると、診断ツールの電源が自動的にオンに

なり Home 画面が開きます（図 3-1）。電源が自動的にオンにならない場合は、正面にある Power（電

源）ボタンを押して電源をオンにします。

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。通信を行っている間に電源オフを強
行すると、車両によっては ECM に問題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。

 電源をオフにする ：

1. ホーム画面が表示されるまで、N/X ボタン または Back（戻る）か Home（ホーム）アイコンを

押します。

 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. 車両から、データケーブルを切り離します。

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。
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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

3.1.3 緊急シャットダウン

 重要事項 ：

ECM との通信中に緊急シャットダウンを行うと、車両によっては ECM に不具合が発生する場合が
あります。

通常の使用時には、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

い場合や、動作に異常が見られる場合のみです。緊急時の場合、電源ボタンを約 5 秒間、押し続ける

と強制終了します。

3.2 ナビゲーションの基本操作

3.2.1 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セクションで構成され、診断ツールの主な機能を示すアイコン

が表示されます。

1— タイトルバー

2— メインセクション

図 3-1 ホーム画面
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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

3.2.2 タイトルバー

画面上部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、車両のメーカーやモデル、使用中のモジュール、実施中の試験の種類、

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。

タイトルバーでは次のことを確認できます。

アクティブ（稼働中）の診断ツールの機能• 

現在の時間• 

Wi-Fi 信号の強さ• 

供給されている電源の種類• 

タイトルバーの左端に、稼働中のファンクションコンが表示されます。このモジュールアイコンは、

ホーム画面で表示されるキーに外見、色ともに対応しています。電源アイコンの左隣には現在時間

が表示されます。時計は内蔵の専用バッテリで動作するため、電源に接続していない場合でも、正

確な時間を維持することが可能です。時間の設定と表示方法の変更は、Tools（ツール）モジュール

で行います。追加情報については、67 ページの 「Clock Settings （時間の設定）」 を参照してください。

実行中の機能に応じて、タイトルバーにはこの他の情報も表示されます。下記はその一例です。

テスト車両の識別（ID）• 

実行中のメニューまたはモジュール• 

実施中の試験名• 

表 3-1 タイトルバーアイコン

アイコン 定義 アイコン 定義

フル充電レベル － 内蔵バッテリパッ

クから電力が供給されていることを

示します。充電量が少なくなると、

中のバーの数が減っていきます。

車両とのコミュニケーションがアクティブ 
－ 診断ツールが車両との通信を行っ

ていることを示します。

ローバッテリーレベル － バッテリー

パックの充電量が減少しており、充

電が必要なことを示します。バッテ

リーがこの状態になると、画面には

警告メッセージが表示されます。

Wi-Fi 電波強度 － ワイヤレスネット

ワーク接続の電波強度を示します。

3 本のバー － 電波状態が良好です。

0 ～ 1 本のバー － 電波が弱い、また

は全くない状態です。

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/DC 電源

から電力が供給されていることを示

します。
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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

3.2.3 ホーム画面のボタン

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。次の表は、各アイコ

ンの機能を説明したものです。

ホーム画面からアイコンを選んでボタンを直接タップします。また、コントロールボタンを使って

ファンクションを実行することも可能です。ボタンの周りの黄色の線が、選択中であることを示し

ています。希望するモジュールを方向ボタン（t、u、p、q）でハイライト表示にし、Y/ ✓ボタン

で選択してください。「please wait（お待ちください）」メッセージが短い間表示されます。

表 3-2 ホーム画面のアイコン

ファンクション 表示アイコン 説明

Scanner （スキャナ）

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、

または診断試験の実行が可能です。詳しくは、18 ペー

ジの 「スキャナ」 を参照してください。

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、試験車両を識別することなく試験を実施します。

詳しくは、47 ページの 「OBD-II ／ EOBD」 を参照し

てください。

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

す他、保存されたデータファイルへのアクセスを可能

にします。詳しくは、57 ページの 「以前に識別された

車両とデータ」 を参照してください。

Tools （ツール）

診断ツールの使い勝手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、60 ページの 「ツー

ル」 を参照してください。
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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

3.2.4 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ています。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

施中の試験に応じて変わります。制御機能を有効にするには、スクリーンの制御アイコンを選択し

てください。また、コントロールボタンで機能を有効にすることも可能です。アイコンの周りの黄

色の線が、選択中であることを示しています。希望する機能を方向矢印ボタン（t、u、p、q）で

ハイライト表示にし、Y/ ✓ボタンを押して選択してください。

アイコン 定義 アイコン 定義

Back（戻る）－ 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。

Record（記録）－ 表示されたデータ

が一時停止し、更新されていないこ

とを示します。再度押すと、データ

の収集を再開します。

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。

Tools（ツール）－ ツールメニューを

開きます。

Save（保存）－ バッファメモリーに

保存されたデータをメモリに保存し

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 Vehicle and Data ＞ View 
Saved Data

次の制御アイコンは、 閲覧中の 「ムービー （動画）」 ファイルの一時停止や保存操作に使われます。

Step Forward（1 目盛り進む）－ 1 目

盛り毎に進めます。素早く進めたい

時は、このアイコンを選択し（黄色

の枠が表示されます）、Y/ ✓ボタンを

押し続けてください。

（注意事項 ：スキャナデータの閲覧中

に素早く進める場合は、アイコンの

周りに赤い枠が表示されるまでアイ

コンを押し続けます。）

Step Back（1 目盛り戻る）－ 1 目盛

り毎に戻ります。素早く戻したい時

は、このアイコンを選択し（黄色の

枠が表示されます）、Y/ ✓ボタンを押

し続けてください。

（注意事項 ：スキャナデータの閲覧中

に素早く戻す場合は、アイコンの周

りに赤い枠が表示されるまでアイコ

ンを押し続けます。）

Skip Forward（複数目盛り進む）－ 

複数目盛り毎に進めます。素早く進

めたい時は、このアイコンを選択し

（アイコンの周りに黄色の枠が表示さ

れます）、Y/ ✓ボタンを押し続けます。

Skip Back（複数目盛り戻る）－ 複数

目盛り毎、戻ります。素早く戻した

い時は、このアイコンを選択し（ア

イコンの周りに黄色の枠が表示され

ます）、Y/ ✓ボタンを押し続けます。
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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

3.2.5 スクロールバー

現在画面に表示されているデータのさらに上または下にも追加のデータが存在するときは、メイン

セクションの右端にスクロールバーが垂直方向に表示されます（図 3-2）

図 3-2 スクロールバー

1— ビギニング（先頭）－ 表示データの先頭に移動。

2— 1 ステップアップ（段階を上に）－ 表示データを 1 段階ずつ上に移動。

3— スライダー （ポジションインジケータ） － 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— 1 ステップダウン（段階を下に）－ 表示データを 1 段階ずつ下に移動。

5— エンド（最後尾）－ 表示データの最後尾に移動。

キーボード上の上方向 (p)、および下方向 (q) の矢印ボタンを押して、データを一行ずつ移動させ

ることも可能です。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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基本操作とナビゲーション 画面メッセージ

3.3 画面メッセージ

3.3.1 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。

メッセージの種類 内容

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、試験の開始、あるいは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。

確認 
（コンファメーション）

確認メッセージは、取り消しが効か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の確認を必要とする動作が選択された時に表示

されます。参照のみで回答をする必要がない時は、このメッセージが短く

表示された後、自動的に消えます。

警告

警告メッセージは、選択された作業を実行すると取消しができない変更が

行われるか、データが消える可能性がある時に表示されます。表示後に作

業を続けるには、何らかの確認操作が必要です。

エラー
エラーメッセージは、システムエラーや手順上に誤りが発生した時に表示

されます。例「作業中にデータケーブルが外れています。」

3.3.2 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

ルと車両制御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。• 

メーカー固有の問題については、車両のデータ通信用ソフトウェアのマニュアルをを参照してくだ

さい。
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基本操作とナビゲーション データケーブルの接続

3.4 データケーブルの接続

スキャナや OBD-II/EOBD テストの際には、診断ツールと車両のデータリンクコネクタ（DLC）をデー

タケーブルで接続します。

付属の DA-4 データケーブルのみで接続できる場合もありますが、車両によってはオプションのアダ

プタが必要になる場合があります。

OBD-II/EOBD に準拠した全車両•  － 付属の DA-4 データケーブルを使います。ケーブルの 26 ピン

端子を診断ツール上部のデータケーブルコネクタに接続します。16 ピン端子は、車両の DLC に

接続します。ケーブルコネクタをスクリュで固定します。

OBD-II/EOBD に非準拠の全車両•  － 付属の DA-4 データケーブルにオプションの DA-5 アダプタ、

またはメーカーに指定されたアダプタを使います。ケーブルの 26 ピン端子を診断ツール上部の

データケーブルコネクタに接続します。16 ピン端子を DA-5 アダプタに接続し、DA-5 のコネク

タをメーカー指定のアダプタに接続、その後、車両の DLC に接続します。ケーブルコネクタを

スクリュで固定します。

スキャナおよび OBD-II/EOBD 機能の使用時には、画面上にケーブルとアダプタの接続指示が表示さ

れます。

画面の指示には、車両の DLC の位置も含まれています（図 3-3）。必要に応じて、該当車両用の車両

通信ソフトウェアの取扱説明書で、接続に関する追加情報を参照してください。車両通信ソフトウェ

アの取扱説明書はオンラインで閲覧が可能です。ウェブサイトの情報については、本説明書の冒頭

情報をご覧ください。

図 3-3 車両にデータケーブルを接続する際のメッセージ例

データケーブルを接続する際の車両電源の情報については、8 ページの 「車両からの電源出力」 を参

照してください。

 データケーブルを車両に接続する ：

1. 画面に表示された指示に従って車両への接続を行います（図 3-3）。

2. データケーブルの接続が完了したら、Continue（続行）を選択してください。

 スキャナは通信を確立し、実施可能なテストを一覧で示します。スキャナが通信リンクを確立す

ることができない場合、「no communication（通信なし）」というメッセージが表示されます。

3. 実施可能な試験の一覧から選択を行い、試験オプションのサブメニューを開きます。
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第 4 章 スキャナ

この章では、スキャナ機能の基本的な使い方を説明します。

スキャナーアイコンは、ホーム画面上にあります。

スキャナ機能により、診断ツールと車両の電子制御システムとの通信が可能になります。診断トラ

ブルコード（DTC）の読み出しや PID データの閲覧、または診断試験の実行が可能です。

4.1 画面レイアウトとツールバー アイコン
スキャナ機能や OBD-II/EOBD 機能を実行する時の画面レイアウトや、ツールバー制御の表示は次の

通りとなります。

4.1.1 画面レイアウト

1— タイトルバー － 実施している試験、車両情報、診断ツールの状態を表示します。

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— メインセクション － メニューと試験データを表示します。

図 4-1 画面レイアウト

タイトルバーはすべてのモジュールで表示されますが、情報のみ表示し、選択可能な項目は表示し

ません。詳細は、12 ページのタイトルバーを参照してください。
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スキャナ スキャナデモンストレーションプログラム

4.1.2 スキャナー コントロール アイコン

ツールバーには、操作のための数種類のボタンが表示されています。ツールバーに表示されるのは、

表示中の画面／試験モードに対して有効または利用可能なボタンのみです。アイコン周囲の黄色の

枠（強調表示）は、アイコンが選択中であることを示しています。ここで記載されていない他の制

御アイコンについては、14 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 定義 アイコン 定義

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

集が一時停止します。

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）－ バッファ内の

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）－ バッファメモリ

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

を画面上に一覧表示する順序を決め

ます。

4.2 スキャナデモンストレーションプログラム
スキャナデモンストレーション用プログラムには実際の車両制御モジュール（ECM）PID データが

含まれており、このプログラムを使うと、車両に接続することなく、スキャナ機能の様々な用途に

ついて操作しながら知ることができます。本章の次のセクションでは、スキャナ機能の操作や様々

なメニュー項目について詳しく説明していきます。デモンストレーション用プログラムを操作しつ

つ、補足情報については適宜、該当のセクションを参照してください。

 デモンストレーション用プログラムを起動する ：

1. ホーム画面で、Scanner（スキャナ）アイコンを選びます。メーカーのメニューが表示されます。

2. Demonstration（デモンストレーション）アイコンを選びます。

 重要事項 ：

デモンストレーションプログラムを使用している間は、SOLUS Edge を車両に接続しないでください。

3. コンファメーション（確認）画面が表示されるまで、指示に従って項目を選択してください。

4. コンファメーション（確認）画面で OK を選び、デモンストレーション用データベースを読み込

みます。

 “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 ) と言うメッセージが表示されます。
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5. Continue（続き）を選択します。

 システムメニューが開き、試験に使用可能なシステムが表示されます。

6. メニューから適切なシステムを選択した後、サブメニューも必要に応じて項目を選択します。

4.3 スキャナーの操作
Scanner（スキャナ）を起動すると車両メーカーのリストが開くので、試験車両の識別を進めます。

車両の識別を終えたら、車両のシステムを選択します。その後、任意の試験または機能を選択すると、

診断トラブルコード（DTC）の読み出し、PID データの閲覧と保存、または診断試験の実施ができ

るようになります。

 スキャナ試験の基本的手順 ：

1. スキャナ起動 － ホーム画面で Scanner（スキャナ）アイコンを選択します。

2. 車両識別 － メニュー項目から試験を行う車両を選択して識別します。

3. 車両にデータケーブルを接続 － 画面に表示される接続の指示に従って、診断ツールを試験車両に

接続します。

4. システムの選択 － 試験対象のシステムをシステムメニューから選択します。

4.3.1 車両の識別

表示されるスキャナに関する情報は、車両の ECM（電子制御モジュール）より提供されます。試験

に関するデータが適正に表示されるように、車両特定についてスキャンツールに入力します。車両

を識別するための手順は、メニューで行われますので、画面の指示に従って項目を選択してください。

項目を選択する毎に次の画面へと進みます。作業の手順は、試験車両の型式、モデル、および年式

によって異なる場合があります。

 スキャナ試験を実施するために車両を識別する ：

1. ホーム画面に示される Scanner（スキャナ）アイコンを選びます。

メーカーの一覧が表示されます。（図 4-2）。

図 4-2 メーカー一覧の表示例
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この一覧には、デモンストレーション用プログラムを開く際に使用する「デモンストレーション」

という項目も含まれています（19 ページの 「スキャナデモンストレーションプログラム」 を参照してく

ださい）。

2. 一覧から車両のメーカーを選びます。

モデル年式のメニューが表示されます。

3. メニューから、車両年式を選びます。

車種またはモデルの一覧が表示されます。車両の識別を完了するには、複数の選択が必要な場合

があります。画面の指示に従って必要な情報を入力します。

必要なすべてのデータが入力されると、コンファメーション（確認）画面が表示されます（図

4-3）。

図 4-3 コンファメーション（確認）画面の表示例

4. 車両のコンファメーション（確認）画面で、次の選択をします。

a. OK を選択して続行します。

b. Cancel（キャンセル）を選択して前の画面に戻ります。

4.3.2 データケーブルの接続

スキャナ試験では、診断ツールと車両のデータリンクコネクタ（DLC）をデータケーブルで接続す

る必要があります。詳しくは 17 ページの 「データケーブル接続」 を参照してください。
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4.3.3 システムと試験の選択

車両の識別が確定すると、試験に使用することができるシステムの一覧が表示されます。 一覧の中

からシステムを選択して続行します。

図 4-4 使用することができるシステム一覧

 注意事項 ：

一覧には、識別が完了した車両の試験に使用することができるシステムのみが表示されます。

システムが選択され、スキャナが車両との通信を確立した後、実施可能な試験を一覧で示すスキャ

ナのメインメニューが表示されます。

図 4-5 メインメニューの表示例

メインメニューに表示されるオプションは、試験車両の製造年、型式、およびモデルによって異な

ります。メインメニューには次のオプションが含まれます。
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Codes Menu• （コードメニュー）－ 車両制御モジュール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、表示オプションのサブメニューが開くことがあります。

Clear Codes• （コードのクリア）－ DTC の記録、および ECM から送られるその他のデータを消

去します。モデルによっては、このオプションがコードのサブメニューに存在する場合があります。

Data Display• （データ表示）－ 車両制御モジュールから送られるデータのパラメータ情報を表示

します。これを選択すると、表示オプションのサブメニューが開くことがあります。

Functional Tests• （機能試験）－ 特定のサブシステムとコンポーネントの試験を実行します。試

験の内容は、メーカーとモデルにより異なります。

Actuator Tests• （アクチュエータ試験）－ 機能試験に類似しています。ソレノイドバルブやリレー

など、特定のアクチュエータの作動状態を確認します。

Memory Resets• （メモリのリセット）－ 修理を行った後に、特定のコンポーネントのための適

応値をプログラミングし直すことができます。これを選択すると、サブメニューが開きます。モ

デルによっては、これらのオプションが機能試験メニューに存在します。

System Tests• （システム試験）－ 特定のサブシステムの試験を実施します。試験の実施方法は、

機能試験に類似しています。

Generic Functions• （包括的な機能）－ 独自のメニューから、特定の包括 OBD II 機能にアクセス

することができます（1996 年以降の年式の車両のみ）

Troubleshooter• （トラブルシュータ）－ 識別された車両の具体的な症状について、パラメータの

データを統合し、トラブルコードを読み出した手順を示します。

コードメニュー
Codes（コード）、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）、または類似した項目が表示されます。選択すると、これ

らの表示オプション一覧が開きます。

Display Codes （コードの表示• ）

Clear Codes （• コードのクリア）、24 ページ

Freeze Frame/Failure Records （フレームの凍結／不具合の記録）•  、25 ページ

DTC Status （DTC の状態）• 、25 ページ

Display Codes （コードの表示）

選択された電子制御モジュール（ECM）に保存された診断トラブルコード（DTC）の一覧、または

DTC 表示オプションのサブメニューが開きます。コード一覧には、DTC と簡単な説明が示されます

（図 4-6）。

選択された診断トラブルコード（DTC）で SureTrack® の修理情報が利用可能な場合は、SureTrack 検

索結果の状態メッセージが表示されます（図 4-6）。状態メッセージの下には、SureTrack の Common 

Replaced Parts（一般的な交換パーツ）のメッセージとグラフ表示アイコンuが表示され、そのアイ

コンで Common Replaced Parts グラフのオンオフ表示を切り替えることが可能です。SureTrack の追

加情報については、36 ページの 「SureTrack®」 を参照してください。
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1— SureTrack 結果の状況メッセージ

2— SureTrack 一般的な交換パーツのグラフ

3— DTC リスト

図 4-6 コード一覧の表示例

サブメニュー オプションには次のものが含まれます。

Trouble Code Information• （トラブルコードの情報）－ ECM メモリの中にあるコードの一覧を開

きます。

History Codes• （履歴コード） － 現在は症状が現れていないコードの一覧を開きます。履歴コー

ドは、発生している不具合を断続的に示します。

Failed This Ignition• （点火での失敗） － 現在の点火サイクルで設定されたコードの一覧を開きます。

MIL SVS or Message Requested• （要求された MIL SVS、またはメッセージ） － 不具合インジケー

タランプ（MIL）または迅速な車両整備（SVS）要求ランプの点灯、またはドライバ情報アラー

トの表示に関する ECM の要求を示します。

Last Test Failed• （前回失敗した試験）－ 失敗したすべての試験を含んだ一覧を表示します。

Test Failed Since Code Cleared• （コードのクリア後に失敗した試験） － 前回 ECM メモリからコー

ドがクリアされてから失敗した試験の一覧を表示します。

Clear Codes （コードのクリア）

いくつかのモデルでは、スキャナが制御モジュールメモリからコードをクリアします。試験車両で

この機能を使用することができない場合、Clear Codes（コードのクリア）というオプションはメニュー

に表示されません。

 注意事項 ：

Clear Codes（コードのクリア）は、OBD-II Health Check でも使用することが可能です（48 ページの
「OBD ヘルスチェック」 を参照してください）。

 コードをクリアする ：

1. Codes Menu（コードメニュー）から Clear Codes（コードのクリア）を選びます。

 確認メッセージが表示されます。
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2. 確認メッセージに条件が満たされていることを確認して、Yes を選びます。

 作業が終了すると、「codes cleared（コードをクリアしました）」というメッセージが表示されます。

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

 重要事項 ：

コードをクリアすると、Freeze Frame/Failure Records（フレームの凍結／不具合の記録）を含む、す
べての一時的な 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。

Freeze Frame/Failure Records （フレームの凍結／不具合の記録）

ECM が不具合インジケータランプ（MIL）を点灯させるように命令したときに設定された DTC が、

対応するデータと共に表示されます。

DTC Status （DTC の状態）

特定の DTC の記録を表示させることができます。

 DTC の状態を確認する ：

1. Codes Menu（コードメニュー）で DTC Status（DTC の状態）を選びます。

 DTC Status（DTC の状態）の入力フィールドが表示されます（図 4-7）。

2. タッチ画面のキーボードを使用して、DTC の文字を入力します。

3. コードのすべての文字を入力したら、ツールバーの Check Mark（チェックマーク）アイコンを

選びます。

 DTC の状態に関するレポート表示（図 4-7）

4. Back（戻る）を選び、DTC の状態の入力画面に戻ります。

5. もう一度 Back（戻る）を選び、コードメニューに戻ります。

図 4-7 DTC Status（DTC の状態）の入力フィールドの表示例
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Data Display （データの表示）
Data（データ）を選択して、ECM から送られる生データストリームのパラメータを表示させます。デー

タ表示モードで、画面はツールバーとメインセクションで構成されています（図 4-8）。

図 4-8 データ表示画面の例

ツールバーの制御アイコンについては、19 ページの 「スキャナ コントロール アイコン」 と 14 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。

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

パラメータに関する説明が、右側のコラムにはパラメータ値または状態が示されます。パラメータは、

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、型式、およびモデルに応じて順

序が異なるものと想定してください。

最大 3 つのパラメータを一覧の上位にロック、または固定することができます。ロックしたパラメー

タは、パラメータ一覧をスクロールしても位置が変わりません。ツールバーに示される Lock/Unlock

（ロック／ロック解除）ボタンを操作して、固定するパラメータを選択します（28 ページの 「パラメー

タのロック」 を参照してください）。

表示中のデータは詳細な確認あるいは将来的な参考用に、一時停止または保存することができます。

詳しくは 31 ページの 「ファイルの保存」 と 32 ページの 「データファイルの一時停止と確認」 を参照し

てください。

データ一覧のカスタマイズ

スキャナツールバーの Custom Data List（データ一覧のカスタマイズ）ボタンを使用して、表示す

るパラメータを具体的に決めます。データ一覧に示すパラメータの数を最小限に抑えることで、疑

義のある、または症状固有のデータパラメータに焦点を絞ることができます。多くのパラメータは、

一覧に加えたり一覧から削除したりすることが可能です。特定の重要なパラメータは削除すること

ができません。これらのパラメータは、ロックのアイコンと共に一覧の最上位に灰色で表示され、

選択することが不可能となります。

 注意事項 ：

表示するパラメータ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量を減らすことができます。
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 カスタムデータ一覧を作成する ：

1. ツールバー上の Custom Data List（カスタムデータ一覧）ボタンをタップして選択します。

データの選択画面が表示され、2 つの新しいボタンがツールバー上に示されます。パラメータの

説明の左側に示されたチェックマークは、表示するために選択されたパラメータであることを示

しています。もう一つの小さなボックスに示されたチェックマークは、ロックされたパラメータ

であることを示しています。

ツールバーのボタンを操作してパラメータの選択や選択解除を行い、カスタムデータ一覧に追加

したり削除したりします。

アイコン 説明

Select/Deselect（選択／選択解除） 

表示または非表示にするパラメータに個

別にマークを付けます。ロックされたパ

ラメータは選択を解除することができま

せん。

Select All/Deselect All（すべて選択／選

択解除）一覧に示されるすべてのパラ

メータを非表示にするか、表示するため

に使用します。ロックされたパラメータ

を非表示にすることはできません。

2. 一覧に含めるパラメータにタッチすることで、カスタムデータ一覧を作成することができます。

表示するパラメータの場合、名前の横にチェックマークが付されています。表示しないパラメー

タにはチェックマークが表示されません。選択するパラメータを選択してください。

a. Select All/Deselect All（すべて選択／選択解除）ボタンにタッチすると、すべてのパラメー

タが直ちに同じ条件に変更され、もう一度タッチすると、元の状態に戻ります。

b. Select/Deselect（選択／選択解除）ボタンをタッチして有効化します。この状態で一覧の中

の各入力位置にタッチすることで、パラメータの追加と削除ができます。

次の点に留意してください。

－ 強調表示することができない一覧の最上位にある項目はロックされており、このロックを

無効化することはできません。

－ Select All（すべて選択）ボタンを操作すると、一覧の全体を表示します。

－ Deselect All（すべて選択解除）ボタンを選択して、強調表示をすべて解除します。

3 Back（戻る）を選んで、更新したデータ一覧を表示します。

画像表示の変更

View（閲覧）ボタンを選択すると、オプションを示した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（パラメータの識別）リストでは、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

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 4-8）。

1 Graph、2 Graph、および 4 Graph では、画面が水平方向に分割され、表示されたパラメータの数に

合わせてデータのグラフが同時に表示されます（図 4-9）。スクロールバー、または上の矢印 (p) と

下の矢印 (q) ボタンを使って、一覧に示されるその他のパラメータを表示させてください。
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図 4-9 グラフ表示画面の表示例

 注意事項 ：

固定したデータやロックしたデータ行など、すでに設定されている条件は、画面表示を変更しても
有効な状態を保ちます。

パラメータのロック

Lock/Unlock（ロック／ロック解除）ボタ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 4-10）。ロックされていることを示すロックのアイコンが、パラメータの名称の左

側に表示されます。

 パラメータをロックする ：

1. ロックするパラメータを強調表示します。

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のコピーがデータ一覧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を強調表示して選択します。

 一度に最大 3 つのパラメータをロックすることができます。ロックされたパラメータは、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を維持します。
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図 4-10 ロックしたパラメータの表示例

 注意事項 ：

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

 パラメータをロック解除する ：

1. データ一覧をスクロールして、ロック解除するパラメータを強調表示します。

2. ツールバー上の Lock/Unlock（ロック／ロック解除）アイコンを選びます。

 データ一覧の最上位に表示されている解除済みパラメータとロックのアイコンが消えます。

3. 手順 1 と 2 を繰り返して実施し、必要に応じて他のパラメータも解除します。

トリガレベルの設定

ツールバーに示される Trigger（トリガ）アイコンを操作して、パラメータ値がしきい値に達したとき

にスキャンツールがデータを自動的に取得するように設定することができます。トリガが有効化する

と、「トリガイベント」によりデータ収集が一時停止となり、動画データが記録されます。これらの

動画は OBD-II/EOBD フレーム凍結イベントに類似していますが、より多くの情報を含んでいます。

Trigger（トリガ）アイコンを選択すると、次の内容を含むメニューが開きます。

Set Trigger• （トリガの設定） － 強調表示されたパラメータについてイベント取得を開始するため、

上位と下位の信号値を確立します。

Arm Trigge• （トリガの有効化） － 信号がしきい値に達したときにイベントを取得するため、スキャ

ンツールを有効化します。 
トリガのラインの表示色が変わって強調表示されているものが、有効化されているものです。

Clear All Triggers• （すべてのトリガのクリア） － すでに設定されているすべてのトリガレベルを

削除します。

トリガが設定されている場合、メニューのオプションは次の通りとなります。

Clear Trigger• （トリガのクリア） － 強調表示されたパラメータについて、設定されているトリガ

レベルを削除します。

Disarm Trigger• （トリガの無効化） － イベント取得の能力を無効化します。

Clear All Triggers• （すべてのトリガのクリア） － すでに設定されているすべてのトリガレベルを

削除します。
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 トリガレベルを設定する ：

1. 記録をトリガするために使用するパラメータを強調表示します。

2. Trigger（トリガ）アイコンを選びます。

3. ドロップダウンメニューで Set Trigger（トリガの設定）を選びます。

 画面のメインセクションには強調表示されたパラメータのグラフが表示され、その上にトリガ

ツールバーが示されます（図 4-11）

図 4-11 トリガ設定画面の表示例

トリガレベルのラインは、データグラフを横切る太線として表示されます。上位と下位のトリガレ

ベルを設定する必要があり、上位を先に設定します。

4. ツールバー上の＋（プラス）と－（マイナス）の各アイコンを選ぶか、上方向の矢印（p）ボタ

ンと下方向の矢印（q）ボタンを操作して、上位のトリガレベルのラインをグラフ上の希望する

位置に合わせます。

5. ツールバーを選ぶか、Y/ ✓ボタンを押して、上位のしきい値を設定します。

 これで、グラフ中央に下位のトリガレベルのラインが示されます。

6. ツールバー上の＋（プラス）と－（マイナス）の各ボタンを選ぶか、上方向の矢印（p）アイコ

ンと下方向の矢印（q）アイコンを操作して、下位のトリガレベルのラインをグラフ上の希望す

る位置に合わせます。

7. ツールバーを選ぶか、Y/ ✓ボタンを押して、下位のしきい値を設定します。

画面は PID データの表示画面に戻り、トリガポイントは指定されたパラメータグラフを横切るライ

ンとして表示されます。この手順を繰り返し行い、必要に応じて他のパラメータのトリガポイント

も確立してください。有効化した後、設定済みの条件の外にデータポイントが登録されるとデータ

収集が一時停止し、記録の保存が行われます。

 注意事項 ：

一度にトリガレベルを設定することができるパラメータは 3 個までですが、トリガを発生させるた
めに満たすべき条件は 1 つのみとなります。

 トリガを有効化する ：

1. ツールバーに示された Trigger（トリガ）アイコンをタップします。
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2. ドロップダウンメニューで Arm Trigger（トリガの有効化）を選びます。

 データグラフ上のトリガラインの色が変わり、有効化の状態であることが示されます。

すべてのグラフのトリガが同時に有効化します。トリガが有効化すると、無効化しない限り有効化

した状態が維持されます。その他のパラメータのためにトリガの設定を変更、または追加した場合は、

設定画面を終了するとすぐにそれらが有効化します。

スキャナおよび OBD-II/EOBD データファイルの保存と確認
スキャナおよび OBD-II/EOBD のデータファイルを保存、確認する手順を説明します。

ファイルの保存

通常の操作では、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、

継続的にバッファメモリ内に蓄積されます。バッファメモリには所定の容量があり、カウンタ（画

面右側のツールバー下）に表示されます（図 4-13）。

蓄積されたバッファメモリをファイルに書き込むには Save（保存）を選びます。保存データは、断

続的な問題の区分けをする時や路上での走行試験中に修理の検証をする時などに役立ちます。保存

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、ムービークリップのように再生することが可能です。追加情報については、58 ペー

ジの 「保存データの表示」 を参照してください。

 注意事項 ：

Save（保存）アイコンは、プログラム可能なショートカットボタンにおける Save Movie（ムービー
を保存）と同様の働きをします。詳しくは 61 ページの「ショートカットキーの設定」を参照してください。

保存したファイルは、Mini USB ポートを経由してパソコン（PC）にダウンロードすることができま

す。PC と接続すれば、ShopStream Connect を使用して SOLUS Ultra ファイルを印刷、転送、コピー

することが可能です。ShopStream Connect は、MODIS Ultra と PC 間のインターフェイスを確立する

アプリケーションです。ShopStream Connect は無料のオンラインソフトです。追加情報については本

説明書冒頭にある ShopStream Connect のウェブサイト情報を参照してください。

ツールバーの制御アイコンについては、19 ページの 「スキャナ コントロール アイコン」 と 14 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。

 動画を保存する ：

Save• （保存）を選択してください。

 データが保存される間、動画保存ダイアログボックスが表示されます。動画の保存が完了すると、

メッセージボックスが消えます。

図 4-12 保存ダイアログボックス
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画面の保存

Shortcut（ショートカット）ボタンをプログラムして、表示画面のスナップショットをビットマップ

ファイルで保存するように設定することができます。詳しくは、61 ページの 「ショートカットキーの設

定」 を参照してください。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。追加情報については、

58 ページの 「保存データの表示」 を参照してください。

データファイルの一時停止と確認

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、継続的にバッファメモリ内に蓄積されます。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。

 一時停止してデータを確認する ：

ツールバーの制御アイコンについては、19 ページの 「スキャナ コントロール アイコン」 と 14 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。

1. データを閲覧中、一時停止アイコンを選びます。

ツールバーには、再生制御アイコンが表示されています。カウンタが画面右側上部、ツールバー

とメインセクションの間に表示され、カウンタの左側にはバッファメモリ内のデータ容量を示す

バーグラフが表示されます。バーグラフ上のスライダは、バッファデータ全体に対しての、表示

画面の相対的な位置を示しています。

スライダを使うと、データ内を素早くスクロール移動することができます。カーソルの位置を正

確に定めたい時は制御アイコンを使っています。カーソル（垂直線）は、グラフモード中の現在

位置を示しており、操作を開始すると表示されます（図 4-13）。

1— Skip Back ： 複数目盛り戻る 6— バーグラフ

2— Skip Forward ： 複数目盛り進む 7— スライダ

3— Step Back ： 1 目盛り戻る 8— カウンタ （現在位置／全体）

4— Step Forward ： 1 目盛り進む 9— カーソル

5— Record ： 記録

図 4-13
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2. 上下にスクロールして、データのリストを確認します。

3. 任意の制御アイコンを選び、希望の方向に段階的に動かします。

 データ収集を再開する ：

Record• （記録） ボタンにタッチします。

 表示が生データに代わり、Pause（一時停止）のアイコンがツールバーに示されます。データグ

ラフを垂直方向に貫くように示される罫線は、そのポイントでデータの収集が一時停止されたこ

とを示しています。

 注意事項 ：

Shortcut（ショートカット）ボタンを設定して、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、61 ページの 「ショートカットキーの設定」 を参照してください。

機能試験
Functional Tests（機能試験）を用いて、車両固有のサブシステムやコンポーネントの試験にアクセ

スします。実施可能な試験はメーカー、年式、モデルにより異なります。識別された車両に実施す

ることができる試験のみが、メニューに示されます。

機能試験にはいくつかの種類があります。

Information Tests• （情報試験） － この試験は、読み取り専用の試験です。Functional Test（ 機能試

験）メニューから「VIN」を選択すると、識別された車両の VIN が表示されます。

Toggle Tests• （トグル試験） － この試験は、ソレノイド、リレー、またはスイッチの状態切り替

えに関する試験です。

Variable Control Tests• （可変制御試験） － この試験では、スパークのタイミングを 1°ずつ変更

したり、EGR バルブのデューティサイクルを 10% 単位で変更したりするなど、システムやコン

ポーネントのために特定の値を指定します。

Reset Tests• （リセット試験） － この試験では、制御モジュールメモリに保存されている適応値や

学習値をリセットします。

Scripted Tests• （スクリプト化試験） － この試験は、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 Test（機能試験）を選択すると、試験オプションのメニューが表示されます。このオプショ

ンの内容は、型式やモデルにより異なります。メニューに示されるオプションを選択すると、試験

が有効化するか、追加のオプションを示したサブメニューが表示されます。画面に示される指示に

従って試験を実施してください。画面上での情報の表示方法や、表示される情報の内容は、実施す

る試験の種類と整備対象の車両により異なります。
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しばしばトグル試験と可変制御試験では、画面の最上部に位置するツールバーに機能試験の制御機

能が表示され、メインセクションには PID データに関する情報が示されます（図 4-14）。

図 4-14 機能試験画面の表示例

ツールバー上の Test（試験）アイコンを操作すると試験が有効化し、Return（戻る）アイコン、また

はこれに類似した名称のアイコンを操作すると試験が無効化します。可変制御試験では、メインセ

クションとツールバーの間に可変値が表示されます。ツールバー上の＋（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。

左側に表示される Data List（データ一覧）アイコンは、いくつかの試験においてツールバー上で使

用することが可能です。この機能を用いることで、機能試験を終了することなくメインセクション

に表示するデータ一覧を変更することが可能です。このボタンは、試験が無効化したときにのみ使

用することができます。

ジェネリック機能
ジェネリック機能を使用して、ジェネリック OBD-II/EOBD 試験を実行することができます。追加情

報については、50 ページの 「OBD ダイレクト」 を参照してください。

トラブルシューター
Fast-Track® Troubleshooter（トラブルシューター）は、修理方法や情報の経験に基づいたデータベー

スで、熟練した技術者たちが確認し、まとめたものです。トラブルシューターには、一般的な診断

トラブルコード（DTC）に関する問題と走行中に関連する症状のほとんどすべてが収められている

ため、診断プロセスを単純化することができます。

トラブルシューターの情報は、特定の問題の根本的な原因にすぐに辿り着けるよう一連の診断情報

ごとにまとめられています。情報は車両固有のものです。このため、識別された車両に関する情報

のみが表示されます。メニューには、次のような項目が含まれています。
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Code Tips• （コードに関する情報）－ 条件の設定、試験の実施、特定のコードに対する試験結果

の解釈の仕方について詳細に説明します。

Symptom Tips• （症状に関する情報）－ 車両の作動状況に基づいた診断試験の方法と手順を示し

ます。

Time Savers• （時間セーバ）－ 点火順序や第 1 シリンダの位置など、診断を行うために必要な補

足情報を提供します。

Common Problems• （一般的に起きる問題）－ 同様のモデルの車両で過去に発生した「よくある

特定の不具合」に対処するための助言と対処方法を表示します。

Tests and Procedures• （試験と手順）－ 特定の対象車両で試験を実施するための方法について説

明します。仕様や設置方法に関する情報も示す場合があります。

Fast-Track Data Scan• （高速データスキャン）－ 特定のセンサとアクチュエータに関するデータ

の読取値を検証する方法とガイドラインを示します。また、PID データも示します。

Fast-Track Fixes• （早期解決策）－ 関連性のある修理に対して、実際の修理情報を提供します。

 注意事項 ：

Troubleshooter（トラブルシューター）は、識別車両の選択されたシステムで情報が利用可能な場合
のみ、Scanner（スキャナ）メニューに表示されます。

Troubleshooter（トラブルシューター）の試験と手順の遂行時には、特定の PID データのパラメーター

値が情報の中に直接示されます。情報には、Troubleshooter Reference（問題解決の参照先）へのハイパー

リンクや別の試験や手順、あるいは Clear Codes（コードのクリア）などの補足的な操作情報も含ま

れている場合があります。青色で示されたハイパーリンクを選択するとリンク先が開きます。なお、

Troubleshooter Reference（問題解決の参照先）は別ウィンドウで開きます（図 4-15）。

図 4-15 トラブルシュータ情報の表示例
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4.4 スキャナの終了
車両との通信がリンクしているときは、スキャナは開いた状態に維持され、スキャナの試験を終了し、

SOLUS Edge 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。

 注意事項 ：

通信を中断させると、車両の電子制御モジュール（ECM）が損傷する可能性があります。試験を行っ
ている間は、データケーブルは適切に接続しておいてください。データケーブルを切り離す前、ま
たはツールの電源をオフにする前に、必ずすべての試験を終了しておいてください。

 スキャナを終了する ：

1. 有効なデータ画面で、ツールバー上の 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）で、ツールバー上の Back（戻る）アイコンを選びます。

もう一度「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 Main Menu（メインメニュー）が開きます。

4.5 SureTrack®

SureTrack（シュアトラック）はプロの技術者のための総合的な情報源で、診断の経験則と交換パー

ツの記録を組み合わせてまとめた情報交換型のコミュニティです。SureTrack を参照することで、診

断の精度を上げ、修理時間を短縮することができます。

SureTrack の特徴：

1. Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフには、実際の車両の修理実績に基づいて、

統計的に修理を成功させるに至った交換パーツが表示されます。

2. 完了した修理から寄せられたヒントや解決策は、SureTrack の専門技術者たちによって精査され

ています。

3. 現時点でサービスが実施されている車両の最新情報が提供されています。

 注意事項 ：

SureTrack® にアクセスするには、診断ツールにインストールされているソフトウェアをアップデート
する必要があります。Wi-Fi 装置をオンにし、ワイヤレスネットワークに接続してください。Wi-Fi
の設定と接続については、41 ページの 「Wi-Fi 設定とテスト」 を参照してください。

4.5.1 SureTrack の操作

SureTrack の使用にあたり、SureTrack 制御アイコンの機能を説明します。

Fix It! Icon Related Tips Icon Real Fixes Icon Menu Exit Icon Common Replaced 
Parts Graph Icon

Opens the SureTrack 
dashboard

Displays Related Tips 
for the selected DTC

Displays Related Real 
Fixes for the selected 
DTC

Exits the SureTrack 
dashboard

Toggles Common 
Replaced Parts Graph 
display on/off
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SureTrack の修理情報には、スキャナ機能を使用して DTC を確認している時にアクセスできます。

例として、次の操作 Engine（エンジン） > Codes Menu（コードメニュー） > Display Codes（コー

ドの表示） > Engine Trouble Code Information（エンジンのトラブルコードの情報）をして、現在の

DTC と関連の修理情報を確認してください。

選択された DTC で SureTrack の情報が利用可能な場合は、SureTrack の状態表示バーに「SureTrack - 
Results for XXX（XXX の結果、XXX は選択中の DTC）」が表示されます。

特定の DTC に対して SureTrack の情報を見る時は、任意の DTC をリストから選択して強調表示に

し、Fix It!（解決）アイコン（図 4-16）を選択してください。Fix It!（解決）アイコンを選択すると、

SureTrack ダッシュボードが開きます。追加情報については、38 ページの 「SureTrack ダッシュボード」

を参照してください。

 注意事項 ：

Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフのタイトルバー左にあるアイコン（図 4-16）
を選ぶと、DTC の結果画面から直接 Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフを閲覧で

きます。

図 4-16 DTC と SureTrack の結果表示例

1— Fix It! （解決） アイコン － SureTrack ダッシュボードを開きます。

2— SureTrack 状態表示バー － 有効な SureTrack の状態または結果を表示します。

3— Common Replaced Parts （一般的な交換パーツ） グラフアイコン － グラフの表示／非表示を切り

替えます。

 4— DTC 結果リスト － 現在の DTC を表示します。

SureTrack 状態メッセージ
ソフトウェアのバージョンと接続状態に応じて、次のメッセージのいずれかが SureTrack 状態表示

バーに表示されます。
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SureTrack Content May Be Available!• （SureTrack コンテンツが利用可能！）－ SureTrack のコン

テンツが利用可能にもかかわらず、SureTrack のデータベースに接続されていない場合に表示さ

れます。このメッセージが表示される要因としては、Wi-Fi 接続の不具合または診断ツールの

ソフトウェアが適切にアップグレードされていないことが考えられます。SureTrack のトラブル

シューティング情報については、45 ページの 「SureTrack のトラブルシューティング」 を参照して

ください。

Loading content from SureTrack• （SureTrack コンテンツを読み込み中）－ SureTrack のデータベー

スから、SureTrack 情報が更新中であることを示しています。

A new diagnostic software upgrade is available. See your sales representative for details• （新しい

診断ソフトウェアが利用可能。詳しくはお買い求めの販売店に）－ SureTrack へのアクセス権の

失効時期が近づいていることを示しており、現行ソフトウェアのアップグレードのため、お買い

求めの販売店への連絡を勧めるものです。

Your SureTrack• ® access has expired. See your Snap-on representative to renew.（SureTrack ™へ

のアクセス権が失効。更新についてはお買い求めのスナップオン販売店に）－ SureTrack へのア

クセス権が失効したことを示しており、現行ソフトウェアのアップグレードのため、お買い求め

の販売店への連絡を勧めるものです。

SureTrack ダッシュボード
DTC 結果表示画面から Fix It!（解決）アイコンを選択すると、SureTrack ダッシュボードが開きま

す。ダッシュボードの初期画面には、Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフと現在

の DTC の Real Fix（実際の解決策）情報の両方が表示されます。Related Tips（関連のヒント）と

Related Fixes（関連性のある解決策）アイコンの両方もこの画面（図 4-17）から使用可能です。

1— Fix It! （解決） アイコン

2— Related Tips （関連のヒント） アイコン

3— Related Fixes （関連性のある解決策） 
アイコン

4— Dashboard Exit （ダッシュボード終了） 
アイコン

5— Common Replaced Parts （一般的な

交換パーツ） グラフアイコン － グラフ
の表示／非表示を切り替えます。

6— Common Replaced Parts （一般的な

交換パーツ） グラフ

7— Real Fix （実際の解決策） 情報

図 4-17 SureTrack ダッシュボード
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一般的な交換パーツグラフ
Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフは、Fix It!（解決）アイコンを選択すると表示

されます。また、Common Replaced Parts（一般的な交換パーツ）グラフのタイトルバー左にある

アイコンを選ぶと、DTC の結果画面から直接閲覧できます。Common Replaced Parts（一般的な交換

パーツ）グラフは、走行距離別の全修理回数に対する（リストパーツを使用した）実証済み解決策

数の割合を示しています。グラフには、キャプチャされた情報に基づいて、1 つ、あるいはそれ以

上の交換パーツが表示されます。次に挙げるのは、DTC P0106 に対する一般的な交換パーツを表示

した例です。この例では、20 万マイルまでの走行車に関して行われた 86 回の修理記録に基づいて、

Airflow Sensor（エアフロセンサ）が最も一般的な交換パーツとして導き出されています。このグラ

フを見ると、修理の大半は 12 万 5000 マイル以上の走行車に対して行われており、12 万 5000 マイル

の走行車が 30％、17 万 5000 マイルの走行車が約 28％を占めていることが分かります（図 4-18）。

図 4-18 一般的な交換パーツグラフ

実際の解決策
Fix It!（解決）アイコンを選択すると、現在の DTC に対して、実際の利用者の修理から得られた最

も一般的な Real Fix（実際の解決策）が、Complaint（苦情）、Cause（原因）、Correction（修正）の内

容毎に表示されます（図 4-19）

図 4-19 Real Fix（実際の解決策）情報例
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関連するヒント
Related Tips（関連するヒント）アイコンを選択すると、関連ヒントのリストが表示されます。ヒン

トは、実際の利用者の修理から得られた現在の DTC に関するもので、それぞれの補足詳細情報を開

くことも可能です（図 4-20）。

図 4-20 Related Tips（関連のヒント）画面例

Related Real Fixes （関連する実際の解決策）
Related Real Fixes（関連する実際の解決策）アイコンを選択すると、関連する実際の解決策のリ

ストが表示されます。表示される解決策は、現在の DTC に関するもので実際の利用者の修理から

得られた情報です。リストから項目を選択すると、実際の解決策についての補足詳細情報が開き、

Complaint（苦情）、Cause（原因）、Correction（修正）の内容毎に表示されます（図 4-21）。

図 4-21 Related Real Fixes（関連する実際の解決策）画面例
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4.5.2 Wi-Fi 設定とテスト

SureTrack を使う前に、Wi-Fi 装置をオンにし、ワイヤレスネットワークの接続先の選択をする必要

があります。設定や SureTrack の制御アイコンおよびインジケータについて説明します。

次の制御アイコンやインジケータは、設定や試験、操作時に使います。

Wi-Fi パワーアイコン （切り替えタイプ） Wi-Fi テストアイコン Wi-Fi 電波強度インジケータ

選択して Wi-Fi を 
オン

選択して Wi-Fi を 
オフ

選択して Wi-Fi 
テスト画面を開く

バーが 0 本の時は 
電波が弱い、または

全くない状態

3 本のバーは電波が
良好の状態

Wi-Fi 設定画面上のみで表示
タイトルバー内バッテリレベル 

インジケータ隣に表示

Wi-Fi 設定

 Wi-Fi をオンにする ：

ホーム画面から• Tools（ツール） > Settings（設定） > Configure Wi-Fi（Wi-Fi 設定）に移動します。

画面に「Wi-Fi is Off（Wi-Fi はオフです）」というメッセージが表示されます。• 

Wi-Fi パワー• アイコンを選択し、Wi-Fi 装置をオンにします（図 4-22）。

図 4-22 Wi-Fi パワーアイコン

1— Wi-Fi パワーアイコン（Wi-Fi オフ表示）

画面には利用可能なネットワーク接続先が表示されます。

 注意事項 ：

Wi-Fi パワーアイコンの緑色のチェックマークが赤の X 印に変わると、Wi-Fi 装置がオンに設定され
たことを示しています。
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 Wi-Fi ネットワークに接続する ：

1. 任意のネットワーク接続先を選択してください。スクロール機能を使うと、有効な接続先を全て

表示できます（図 4-23）。

図 4-23 Wi-Fi 設定画面

1— 利用可能なネットワーク接続先

2— Wi-Fi パワーアイコン（Wi-Fi オン表示）

 注意事項 ：

セキュリティ設定（保護）されたネットワークを選択した場合、パスワードの入力を要求されます。
画面上のキーボードでパスワードを入力し、キーボードの緑色のチェックマークを選択して続行し
ます。

2. 任意のネットワークへの接続を確立するには Connect（接続）を、要求をキャンセルするには

Cancel（キャンセル）を選択します。

3. 接続確認の画面が出たら OK を選択して接続を維持します。なお、Forget（忘れる）を選択する

と接続が解除されます。

画面が変化し、ネットワーク状態メッセージ「Connected（接続済み）」が表示されるとともにネッ

トワーク接続先がハイライト表示されます。また、電波強度インジケータが現在の Wi-Fi 電波の

強度を示します。なお、状態メッセージが「Not Connected（未接続）」が表示されてしまう場合は、

設定プロセスを再度やり直すか、45 ページの 「SureTrack のトラブルシューティング」 で追加情報

を参照してください。

4.5.3 テスト

ネットワーク接続について何らかの問題が発生した場合、ネットワーク接続のテストを素早く行う

ための自動テスト機能があります。

 接続をテストする ：

自動テストを始める前に診断ツールを 1 度オフにし、再度オンにしてください。これでメモリか• 

ら以前のテストメッセージが消去されます。

任意のネットワークに接続します。詳しくは、• 42 ページの 「Wi-Fi ネットワークに接続する」 を参

照してください。
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Wi-Fi 設定画面から• Wi-Fi テストアイコンを選択し、ネットワーク接続テスト画面を開きます（図

4-24）。

図 4-24 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同時にテストが開始します。

ネットワーク接続システムが順番にテストされ、終わると状態表示インジケータに表示されます（赤

＝テスト失敗、緑＝テスト完了）（図 4-25）。

次のシステムの接続性がチェックされます。

Hardware （ハードウェア）• 

Router （ルータ）• 

Internet （インターネット）• 

HTTP• 

SureTrack （シュアトラック）• 

図 4-25 接続テスト

1— 接続テスト

2— View Summary （概要を表示） アイコン
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接続に問題がある場合、• View Summary（概要を表示）を選択して結果を確認します。概要は接

続の不具合発生時に非常に役立つものです（図 4-26）。概要をスクロールして、各システムのテ

スト結果と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、45

ページの 「SureTrack のトラブルシューティング」 の表内「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 4-26 View Summary（概要を表示）

1— 接続テスト結果

2— TIP ： 接続の問題に関するヒント
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4.5.4 SureTrack のトラブルシューティング

ここで説明するトラブルシューティング情報は包括的なものではないため、あくまで参考情報とな

ります。ここに記載されていない事例やソリューションなども起こる場合があります。次に説明す

る用語はトラブルシューティングの表内で使われているものです。

ルータ•  － インターネットサービスプロバイダ（ISP）に直接 接続するデータ通信デバイス

リモートワイヤレスアクセスポイント•  － ルータと診断ツール間のワイヤレス通信デバイス

Wi-Fi 装置•  － Wi-Fi 電波を送受信するための診断ツール内蔵装置

ネットワーク接続•  － Wi-Fi 接続、ワイヤレス接続などとも言われる。診断ツールの接続先となる設

定済みのワイヤレスルータへの接続。接続はセキュリティあり（パスワード保護）またはセキュ

リティなし（オープン）の設定が可能です。

一般 － トラブルシューティング

問題 考えられる原因 対処方法

SureTrack が利用 
できない

SureTrack へのアクセ

ス権が失効している

診断ツールを最新版にアップデートする。最新版の

ソフトウェアアップグレードについては、お買い求

めの販売店にお問い合わせください。

SureTrack へのアクセ

スが一時的に不可能

になっている

SureTrack がサービス更新中の可能性があるため、

時間をおいて、後ほどアクセスしてみる。

Wi-Fi 装置がオフに

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 設定）に移動します。

2. Wi-Fi パワーアイコンを選び、Wi-Fi 装置をオン

にします。Wi-Fi パワーアイコンの緑色のチェッ

クマークが赤の X 印に変わると、Wi-Fi 装置が現

在オンであることを示しています。

3. 良好なネットワークに接続する。

ネットワークに接続

されていない

1. ネットワークに接続します。

2. Configure Wi-Fi（Wi-Fi 設定）画面から、Wi-Fi テ
ストアイコンを選択して結果を確認します。次の

表内の 「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-F 接続が切れてし
まう、 または断続的に
接続が解除される

Wi-Fi 電波強度の不足

Wi-Fi 電波の強度（圏外や干渉があるか）を確認する。

ルータ（リモートワイヤレスアクセスポイント）の

近くまたは障害物に邪魔されない視界範囲に移動す

る。天井照明、窓、壁、他のワイヤレス機器、金属

物や静電放電の可能性があるデバイスからの干渉を

排除します。

ルータに過剰な負荷

がかかる

ルータに接続されている他の Wi-Fi 機器を外す、ま

たは無効にする。

次のページへ続く。
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接続テスト - トラブルシューティング

テストの失敗
考えられる原因 （表示
される情報メッセージ＊）

対処方法 / 確認

ハードウェア

Wi-Fi 装置が応答しま

せん／オフになりま

せん

お買い求めの販売店に対策をお問い合わせください。Wi-Fi 装置が応答しま

せん／初期化しません

ファームウェアファ

イルの喪失／破損

ルーター

このデバイスはルー

タに接続されていま

せん

ルータの接続と設定を確認します。

1. ルータ、またはワイヤレスアクセスポイントとの

接続を確認する。

2. ルータを再起動またはリセットする。

3. ルータの設定が固定 IP アドレスではなく、DHCP

を使用するよう設定されているか確認する。

お使いのルータの適切な設定、接続、トラブルシュー

ティング手順については、ルータの説明書をご確認

ください。

Wi-Fi 電波の強度（圏外や干渉がないか）を確認する。

ルータ（リモートワイヤレスアクセスポイント）の

近くまたは障害物に邪魔されない視界範囲に移動す

る。天井照明、窓、壁、他のワイヤレス機器、金属

物や静電放電の可能性があるデバイスからの干渉を

取り除きます。

インターネット

このデバイスはイン

ターネットに接続さ

れていないか、また

は DNS がありません

ルータの接続と設定を確認してください。

1. ルータ、またはワイヤレスアクセスポイントとの

接続を確認する。

2. ルータの再起動またはリセットします。

3. ルータの設定が固定 IP アドレスではなく、DHCP

を使用するよう設定されているかを確認します。

お使いのルータの適切な設定、接続、トラブルシュー

ティング手順については、ルータの説明書をご確認

ください。

ドメイン名システム（DNS）サーバに接続されない。

インターネットプロバイダサービス（ISP）にお問

い合わせください。

HTTP
このデバイスは HTTP

で通信ができません

インターネットアクセスに「プロキシ」や「ブラウ

ザで条件を承認する」プロトコルが必要か確認しま

す。診断ツールは、これらのプロトコルには対応し

ていません。他の方法について、IT 管理者や ISP に

相談してください。

SureTrack

SureTrack へのアクセス

権が失効しています

診断ツールを最新のソフトウェアにアップグレードし

ます。最新版のソフトウェアアップグレードについて

は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

SureTrack へのアクセス

が一時的に不可能に

なっています

SureTrack がサービス更新中の可能性があるため、

時間をおいて、後ほどアクセスしてみる。

＊追加情報については、42 ページの 「テスト」 を参照してください。
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この章では、OBD-II/EOBD 機能の基本的な使い方を説明します。

OBD-II/EOBD アイコンは、ホーム画面上にあります。

OBD-II/EOBD 機能から「ジェネリック」OBD-II/EOBD データにアクセスすることができます。ジェ

ネリック OBD-II/EOBD データとは、排気ガス関連の診断に限定したデータで、次のようなものがあ

ります。

排気関連の診断トラブルコード（DTC）を確認する。• 

不具合インジケータランプ（MIL）点灯の原因を確認する。• 

排出ガス認証試験に先立って、モニター状態を確認する。• 

車両固有のシステム、パラメーター、またはエンハンスド（強化）診断のため、その他の電子制御

モジュール（ECM）にアクセスする場合は、スキャナ機能をお使いください。詳しくは、18 ページ

の 「スキャナ」 を参照してください。

 注意事項 ：

OBD-II/EOBD 機能を使って、スキャナ機能のデータベースに含まれていない OBD-II/EOBD 準拠の
車両の「ジェネリック」OBD-II/EOBD データにアクセスすることもできます。

5.1 基本操作

5.1.1 画面レイアウトとツールバーの制御類

画面レイアウトとツールバーの制御はスキャナ機能のものと類似しています。詳しくは 18 ページの

「画面レイアウトとツールバー アイコン」 を参照してください。

5.1.2 データケーブルの接続

OBD-II/EOBD 試験は、診断ツールと車両のデータリンクコネクタ（DLC）をデータケーブルで接続

する必要があります。詳しくは 17 ページの 「データケーブルの接続」 を参照してください。

5.1.3 データファイルの保存と確認

保存や一時停止などの制御アイコンの操作方法やデータ確認の手順などはスキャナ機能と同じです。

詳しくは 31 ページの「スキャナおよび OBD-II/EOBD データファイルの保存と確認」を参照してください。

5.2 OBD-II/EOBD メニュー
OBD-II/EOBD メニューには、次のオプションがあります。

OBD Health Check （OBD ヘルスチェック• ）

OBD Direct （OBD ダイレクト）• 
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5.2.1 OBD ヘルスチェック

OBD-II ヘルスチェックでは、排出ガス関連の診断トラブルコード（DTC）を迅速に確認およびクリ

アし、排出ガス試験のための準備状況を確認するための方法が提示されます。これを選択すると、

接続メッセージが示されます。Continue（続行）をタップするか、Y/ ✓を押すと、試験オプション

のサブメニューが開きます（図 5-1）。

図 5-1 OBD ヘルスチェックメニューの表示例

グローバル OBD II コードチェック
グローバル OBD II コードチェックでは、ECM が報告・保存している排出ガス関連の包括的な DTC

が表示されます。これを選択すると、Code（コード）と Pending Code（保留コード）という 2 つの

サブメニューが開きます。いずれかのオプションを選択することで、コード一覧が開きます（図

5-2）。

選択された診断トラブルコード（DTC）で SureTrack® の修理情報が利用可能な場合は、SureTrack 検

索結果の状態メッセージが表示されます（図 5-2）。状態メッセージの下には、SureTrack の Common 

Replaced Parts（一般的な交換パーツ）のメッセージとグラフ表示アイコンuが表示され、そのアイ

コンで Common Replaced Parts グラフのオンオフ表示を切り替えることが可能です。SureTrack の追

加情報については、36 ページの 「SureTrack®」 を参照してください。

図 5-2 コード一覧の表示例

1— SureTrackCommon Replaced Parts （一般的な交換パーツ） グラフアイコン

2— DTC リスト
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コード
Codes（コード）のオプションでは、排出ガス試験に関連した現在の DTC の一覧が示されます。

OBD-II/EOBD コードには、排出ガス量の深刻さに応じて優先度が付けられ、優先度が小さいコード

に優先度が大きいコードが上書きされます。コードの優先度により MIL の点灯とコードの消去手順

が決まります。車両メーカーはそれぞれ異なる方法でランキングを行っており、型式によって相違

が見られます。

保留コード
これは「Pending（保留）」となった、または満期となった診断トラブルコードを取得するためにスキャ

ンツールを有効化することを目的としています。前回の運転サイクルの間に設定条件が満たされて

いるコードが存在しますが、DTC を実際に設定する前にさらに複数の連続的な運転サイクルにてそ

れらの条件が満たされる必要があります。

 注意事項 ：

このサービスにより、車両の修理とコードのクリアを行う手順に従って 1 回の運転サイクルの後に
試験結果を確認する等して、時間を節約してください。

運転サイクルの間に試験が失敗した場合、その試験に関連する DTC が報告されます。40 ～ 80• 

回の暖機サイクルの間に保留の不具合が再発しない場合は、不具合がメモリから自動的に消去さ

れます。

このサービスにより報告される試験結果に、不具合のあるコンポーネントやシステムが必ずしも• 

示されるわけではありません。さらに運転サイクルを実施した後、試験結果に別の不具合が示さ

れる場合は、DTC が不具合のあるコンポーネントやシステムを示すように設定されており、MIL

が点灯します。

詳しくは、「グローバル OBD 車両通信ソフトウェアマニュアル」を参照してください。

グローバル OBD II クリアコード
このオプションは、選択した ECMのメモリからDTC、フリーズ（凍結）フレームデータ、試験結果など、

排出ガスに関連するすべての診断データをクリアするために使用します。OBD-II/EOBD には包括的

な OBD-II/EOBD データのみが表示されますが、コードをクリアすると、高度なコードとフリーズフ

レーム情報を含む保存されたあらゆるデータが消去されます。

データが不意に失われることを防ぐため、クリアコードのオプションが選択されると確認画面が表

示されます。確認画面で続行を選択してください。詳しくは、グローバル OBD 車両通信ソフトウェ

アマニュアルを参照してください。

レディネス ・ モニター
この試験では、レディネス・モニター（モニターの準備状態）を確認します。OBD-II/EOBD 制御シ

ステムは連続的または定期的な試験を実施して、排出ガス関連のサブシステムの状態を点検し、電

子的な操作機能の整合性を評価します。Readiness Monitors（レディネス・モニター）は、排出ガス

認定試験を行う前に必ず実行して完了させておくものです。Readiness Monitors（レディネス・モニ

ター）では、2 つのオプションを利用することができます。

Monitors Complete Since DTC Cleared• （DTC のクリア後に監視を完了） － ECM メモリを前回消

去してから作動させているすべてのモニタの状態を表示します。

Monitors Complete This Cycle• （このサイクルで監視を完了） －  現在の運転サイクルでのみ作動

しているモニタの状態を表示します。
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いずれかのオプションを選択すると、試験結果がデータビューアに表示されます（図 5-3）。

図 5-3 レディネス・モニター試験レポートの表示例

スクロールして Readiness Monitors（レディネス・モニター）の一覧全体を表示させ、すべての試験

が完了していることを確認します。ツールバーで Save（保存）を選択し、画面上の指示に従って車

両記録の一部としてモニタレポートのコピーを保存してください。

MIL ステータス
この試験では、不具合インジケータランプの PCM コマンド状態（ON または OFF）を点検します。

5.2.2 OBD ダイレクト

OBD ダイレクトには次のメニューとサブメニュー項目があります。

OBD Diagnose （• OBD 診断）

－ Start Communication（通信の開始） － 試験セッションを開始します。

－ Connector Information（コネクタに関する情報） － 車両のデータリンクコネクタ（DLC）の

配置場所に関する詳細な情報を提供します。

－ Manual Protocol Selection（手動プロトコル選択） － 通信プロトコルの選択肢を表示します。

OBD Training Mode （OBD トレーニングモード）•  － トレーニングモードでは、車両と接続されてな

くても OBD-II/EOBD のメニュー全体をナビゲートすることができます。
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Start Communication （通信の開始）
次の手順を用いて、OBD-II/EOBD 試験セッションを開始します。

 OBD-II/EOBD 試験を実施する ：

1. テストする車両にデータケーブルをつなぎます。

2. OBD-II/EOBD メニューから Start Communications（通信の開始）を起動します。

車両タイプ（12V または 24V）の自動検出を示す一連のメッセージが表示された後に、検出され

たコントローラが表示されます。

スキャンツールが試験車両との通信リンクを確立し、情報表示画面を開きます（図 5-4）。

図 5-4 プロトコル情報画面の表示例

 この情報表示画面には、いくつの制御モジュールが検出されたのか、どの ECM が通信を行って

いるのか、さらにどの通信プロトコルが使用されているのかを表示します。

3. Continue（続行）を選択します。

 実施可能な試験の Select Service（サービス選択）メニューが開きます。

－ Readiness Monitors （レディネス ・ モニター）、52 ページ

－ MIL Status （MIL ステータス）、52 ページ

－ Fast-Track Troubleshooter （Fast-Track トラブルシュータ）、52 ページ

－ ($01) Display Current Data （現在のデータの表示）、53 ページ

－ ($02) Display Freeze Frame Data （フリーズフレームデータの表示）、53 ページ

－ ($03) Display Trouble Codes （トラブルコードの表示）、53 ページ

－ ($04) Clear Emissions Related Data （排出ガス関連データのクリア）、53 ページ

－ ($05, 06, 07) Display Test param./Results （試験パラメータ／結果の表示）、54 ページ

－ ($08) Request Control of On-board System （車上システムの管理要求）、55 ページ

－ ($09) Read Vehicle Identification （車両識別の読み込み）、55 ページ

－ ($09) In-use Performance Tracking （使用時の性能トラッキング）、55 ページ

－ ($0A) Emission Related DTC with Permanent Status （不変的状態の排出ガス関連 DTC）、 

55 ページ
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 重要事項 ：

すべての車両がすべてのサービスモードをサポートしているわけではありません。このため、メ
ニューに表示されるオプションの内容は車両によって異なります。

図 5-5 サービスモードメニューの表示例

4. 試験を選択して続行します。

Readiness Monitors （レディネス ・ モニター）

このメニュー項目を使って、監視システムの準備状態を確認します。モニターがサポートされてい

ない場合は表示されません。必要に応じてスクロールし、モニタの一覧全体に目を通します（図

5-3）。Readiness Monitors（レディネス・モニター）を選択すると、次の 2 つのオプションで構成さ

れるサブメニューが開きます。

Monitors Complete Since DTC Cleared（DTC のクリア後にモニタ完了）－ 電子制御モジュール• 

（ECM）メモリを前回消去してから作動させているすべてのモニタの試験結果を表示します。

Monitors Complete This Cycle（このサイクルでモニタを完了）－ 現在のドライブサイクルでのみ• 

作動しているモニタの試験結果を表示します。エンジンをオフにすると、リセットされます。

MIL Status （MIL ステータス）

不具合インジケータランプ（MIL）の現在の状態を点検します。MIL の点灯を指示した ECM、MIL

が点灯する間に移動した距離（サポートされている場合）といった追加的な情報も表示されます。

MIL Status（MIL ステータス）レポートも、車両記録の一部として保存することができます。

Fast-Track Troubleshooter （Fast-Track トラブルシュータ）

Fast-Track® Troubleshooter（トラブルシュータ）は、修理方法や経験に基づいた情報のデータベースで、

熟練の技術者たちが確認し、まとめたものです。トラブルシュータには、一般的な診断トラブルコー

ド（DTC）上の問題と Vehicle Communication Software（車両通信ソフトウェア）がカバーする大半

の車両の運転のしやすさに関連する症状が、ほとんどすべて収められているため、診断プロセスを

単純化することができます。
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($01) Display Current Data （現在のデータの表示）

選択した電子制御モジュール（ECM）が送信するシリアルデータが表示されます。画面のメインセ

クションは 2 つのコラムで構成されます。左側のコラムにはパラメータに関する説明が示され、右

側のコラムにはパラメータの値または状態が示されます。表示オプションと操作方法はスキャナと

同じです。詳しくは、26 ページの 「Data Display （データ表示）」 を参照してください。

図 5-6 現在のデータの表示例

($02) Display Freeze Frame Data （フリーズフレームデータの表示）

フリーズフレーム（凍結）データには、DTC が設定されたときの重要なパラメータ値が「スナップ

ショット」という形で示されます。

保存されている排出ガス関連の診断トラブルコード（DTC）に関するフリーズフレーム（凍結）デー

タを表示します。多くの場合、保存されたフレームは前回発生した DTC となります。車両の排出ガ

スに、より大きな影響をもたらす特定の DTC は、より高い優先度を持っています。このような場合、

優先度が最も高い DTC が、フレーム凍結に関する記録が保持されている DTC となります。

($03) Display Trouble Codes （トラブルコードの表示）

ECM が報告する保存された排出ガス関連の DTC を表示します。表示内容は、スキャナのコード表

示と同じです（詳細については、23 ページ の 「Display Codes （コードの表示）」 を参照してください）。

一覧に、このモードにおける高度な DTC は含まれていません。

($04) Clear Emissions Related Data （排出ガス関連データのクリア）

DTC、フリーズフレーム（凍結）データ、試験結果など、排出ガス関連のすべての診断データを選

択した ECM のメモリからクリアします。
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 排出ガス関連データをクリアする ：

1. メニューで Clear Emissions Related Data（ 排出ガス関連データのクリア）を選択してください。

重要なデータの損失を防ぐ目的で、確認メッセージが表示されます（図 5-7）

図 5-7 コードをクリアする際の確認画面の表示例

2. 2. 確認メッセージで、Continue（続行）を選びます。

ECM メモリが消去されると、画面が数回更新されます。その後、「データが消去されました」と

いうメッセージが表示されます。

3. Continue（続行）を選んで、Select Service（サービスの選択）メニューに戻ります。

($05, 06, 07) Display Test param./Results （試験パラメータ／結果の表示）

様々なセンサから送られるパラメータと試験結果、モニタの試験結果、前回の運転サイクルの間に

検出された DTC 設定条件の記録で構成されるサブメニューが開きます。このサブメニューには、次

のものが含まれます。

($05) Oxygen Sensor Monitoring （O2 センサの監視）• 

($06) On-board Monitored Systems （車上モニター）• 

($07) DTCs Detected During Last Drive （• 前回の走行で検出された DTC）

($05) Oxygen Sensor Monitoring （O2 センサの監視）
このオプションでは、O2 センサの整合性を確認するために実施することが可能な試験のメニューを

開きます。特定の試験に回答するすべてのO2 センサパラメータが表示されます。試験の識別情報（ID）

は、データ一覧の最上部に示されます。

($06) On-board Monitored Systems （車上モニター）
このオプションでは、監視したシステムから送られる試験結果のメニューが表示されます。使用可

能なデータは、点火の失敗など、車上診断システムが連続的に監視する特定のシステムやコンポー

ネント、または触媒システムなど、不連続的に監視する特定のシステムやコンポーネントに関する

ものです。メニューで選択すると、試験結果が表示されます。
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($07) DTCs Detected During Last Drive （前回の走行で検出された DTC）
この試験では、前回完了した運転サイクルの間に設定された DTC の記録が表示されます。選択して

DTC の一覧を開きます。

($08) Request Control of On-board System （車上システムの管理要求）

このサービスでは、ECM の双方向の制御が可能になります。スキャナが車上システム、試験、コンポー

ネントの操作を管理することができます。試験を選択して、画面上の指示に従います。

($09) Read Vehicle Identification （車両識別の読み込み）

このサービスは、スキャナが、車両の識別番号（VIN）、試験車両の校正識別、校正確認番号（CVN）など、

車両固有の情報を要求して表示できるようにすることを目的としています。メニュー項目を選んで、

情報を読み出します。Return（戻る）を選択するとメニューに戻ります。

($09) In-use Performance Tracking （使用時の性能トラッキング）

このオプションでは、データの「In-use Performance Tracking（使用時の性能トラッキング）」が表示

されます。これは、モニタの試験が完了した回数に関する記録です。Return（戻る）を選ぶとメニュー

に戻ります。

($0A) Emission Related DTC with Permanent Status （不変的状態の排出ガス関連 DTC）

このオプションでは、「不変的」コードの記録が表示されます。不変的な状態の DTC は、ある時点

で MIL を点灯させるほど深刻化していても、現時点では MIL が点灯していない場合もあります。

コードをクリアする、または特定の運転サイクルの後に設定条件が再発しなかったために MIL が消

灯しても、DTC の記録は ECM によって保持されます。修理が行われ、関連するシステムのモニタ

が正常に作動すると、不変的な状態のコードは自動的にクリアします。

コネクタに関する情報
このオプションでは、ほぼすべての型式とモデルを対象にした車両診断コネクタの位置に関するデー

タベースが開きます。メニュー主導のインターフェイスにより、通常では見つけにくい試験用コネ

クタも素早く見つけ出すことができます。

 車両診断コネクタの場所を特定する ：

1. System（システム）メニューで Connector Information（コネクタ情報）を選びます。

車両メーカーの一覧が表示されます。

2. 一覧からメーカーを一つ選びます。

選択したメーカーから入手することができるモデルの一覧が表示されます。

3. 一覧の中からモデルを一つ選びます。

アダプターケーブルが必要な場合は、どのケーブルが必要かや、その接続方法が表示されます。

4. Continue（続行）を選びます。

車両診断コネクタの配置場所に関する情報が表示されます。

5. Continue（続行）を選ぶと、システムのメニューに戻ります。
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マニュアル操作でのプロトコルの選択
通信プロトコルは、ECM とスキャンツールの間でデータ通信を行うための標準的な方法です。グロー

バル OBD では、次の通信プロトコルを使用することができます。

ISO 15765-4 (CAN)• 

ISO 27145 (WWHOBD CAN)• 

ISO J1939 (CAN)• 

ISO 9141-2 (K-LINE）• 

SAE J1850 PWM（Pulse Width Modulation（パルス幅変調））• 

SAE J1850 VPW（Variable Pulse Width（可変パルス幅））• 

ISO 14230-4（Keyword Protocol 2000（キーワードプロトコル 2000））• 

SAE J2284/ISO 15765-4（CAN）• 

電子制御モジュール（ECM）に初めての通信を試みる時、診断ツールは使用状況を判別するため、

各プロトコルで通信を試します。通常の操作時では、通信プロトコルは自動的に検出されますが、

自動検出に失敗した場合は手動で選択することも可能です。

 重要事項 ：

サポートされていない OBD 通信プロトコルを使った場合、警告ランプが作動してネットワーク関連
のエラーを起こすことがあります。OBD プロトコルが確実な場合のみ、手動選択オプションを使用
してください。

Manual Protocol Selection（マニュアル操作でのプロトコルの選択）にタッチして、オプションのメ

ニューを開きます（図 5-8）。

図 5-8 マニュアル操作でのプロトコルメニューの表示例

Back（戻る）を選択するか、N/X ボタンを押すと、OBD-II/EOBD のメインメニューに戻ります。
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第 6 章 以前に識別された車両とデータ

この章では、 以前に識別された車両とデータの機能の基本的な使い方を説明します。

Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）アイコンはホーム画面にあります。

この機能では、過去に試験を実施した識別車両の診断ツールの設定を読み込んだり、保存ファイル

にアクセスしたりすることができます。

6.1 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）• 

View Saved Data （• 保存データの表示）、58 ページ

Delete Saved Data （保存データの消去）• 、59 ページ

6.1.1 Vehicle History 車両履歴

このツールには、最近試験を行った 25 台分の車両の識別情報が保存されます。このため、修理が行

われた後に再試験を実行する際に車両の一連の識別情報をすべて閲覧して確認・入力する必要があ

りません。25 台分の情報がファイルに記録されると、最も古い記録の車両から、新たな車両 1 台の

識別情報が記録される毎に削除されます。

図 6-1 車両履歴リスト例
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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

 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）を選びます。

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。各車両の情報には固有のファイル名

が付けられますが、このファイル名には車両の ID、日付、時刻が含まれています。リスト全体

をスクロールして閲覧することができます。

3. 選択したい車両をハイライト表示にした状態で、車両 ID を選ぶか、Y/ ✓ボタンを押します。

適切なソフトウェアが読み込まれ、車両 ID の確認画面が表示されます。

4. OK を選ぶか、Y/ ✓ボタンを押して、試験を続けます。

選択された車両のシステムメニューが表示されます。

6.1.2 保存データの表示

View Saved Data（保存データの表示）のメニュー項目を選択すると、メモリに保存されているすべ

てのデータの動画と画像のリストが開きます。保存ファイルは、日付と時間に基づいて時系列でリ

スト表示され、最近作成されたファイルがリストの上位に示されます。

図 6-2 保存データリスト例

保存ファイルは、診断ツール上で直接開くか、パソコンにダウンロードし、ShopStream Connect ソフ

トウェアを使って開くことができます。追加情報については、32 ページの 「データファイルの一時停

止と確認」 および 61 ページの 「PC に接続」 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 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。
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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

6.1.3 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. 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 Delete Saved Data（保存データの消去）を選びます。

 保存ファイルのリストが表示されます。

 注意事項 ：

ツールバー上の Select/Deselect（選択／選択解除）と Select All/Deselect All（すべて選択／すべて選
択解除）というアイコンが有効になるので、個々のファイルを削除したり、メモリバッファ全体を
一度にすべてクリアすることができます。

3. リストからファイルを選ぶと、確認メッセージが表示されます。

4. 確認メッセージに表示されているいずれかの項目を選びます。

－ OK（はい） － 選択されたファイルを削除した後、保存ファイルのリストに戻ります。この時

点で、削除されたファイルはリストに存在しません。

－ 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。

5. Previous Vehicles and Data（以前に識別された車両とデータ）のメニューに戻るにはツールバーか

ら Back（戻る）を選び、ホーム画面に戻るには Home（ホーム）を選びます。
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第 7 章 ツール

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。この機能を通じて、診断ツールをお好みの設定

に構成することが可能です。

7.1 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。

Connect to PC （PC に接続• ） － 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。

Configure Shortcut Key （ショートカットキーの設定）• 、61 ページ － ショートカットキーの機能を変

更する際に使用します。

System Information （システム情報）• 、62 ページ － 診断ツールの設定情報を表示します。

Settings （設定）• 、62 ページ － 診断ツールの特定機能を設定します。

図 7-1 ツールメニュー例
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ツール ツールメニュー

7.1.1 PC への接続

Connect-to-PC（PC に接続）の機能により、USB ケーブルを使って保存データファイルを診断ツール

からパソコンに転送することができます。

オプションの ShopStream Connect ™ソフトウェアを使用すると、パソコン上でデータファイルを閲覧、

印刷、保存できるようになります。また、パソコンから診断ツールにソフトウェアアップデートをダ

ウンロードすることも可能で、これらの機能は保存データファイルの管理に理想的です。ShopStream 

Connect は無料のオンラインソフトです。追加情報については、この説明書冒頭にある ShopStream 

Connect のウェブサイト情報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. Tools and Setup（ツールと設定）メニューから、Connect-to-PC（PC に接続）を選びます。

画面には、診断ツールが大容量デバイスとしてパソコンに接続可能な状態であることを示すメッ

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、次いでパソコンに接続します。

4. Continue（続行する）選びます。

5.  画面の指示に従って、操作を完了してください。

診断ツールに付属しているUSBケーブルを使用して、診断ツールとパソコンを接続します。 診断ツー

ルがパソコンに接続されると、タイトルバーの右端に通信アイコンが表示されます。

7.1.2  ショートカットキーの設定

この項目で、ショートカットキーの割り当て機能を変更することができます。変更可能なオプションは

次の通りです。

Brightness• （明るさ）－ 明るさ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の表示）－ 手早くショートカットキーの割り当

てができるように、機能の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

ボタンとして設定します。

 ショートカットキー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 Key（ショートカットキーの設定）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）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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ツール ツールメニュー

7.1.3 システム情報

System Information（システム情報）では、特許情報や診断ツールのシステム情報（ソフトウェアバー

ジョン、シリアル番号など）を確認できます。

図 7-2 システム情報画面例

 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. 情報が画面に収まってない場合は、画面をスクロールしてください。

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。

7.1.4 設定

Tools（ツール）では、お好みに応じて特定の基本診断ツール機能を調整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。

System Settings （システム設定）• 、62 ページ

Configure Wi-Fi （Wi-Fi 設定）• 、41 ページ

Configure Scanner （スキャナの設定）• 、68 ページ

Configure Units （単位の設定）• 、69 ページ

システム設定
System Settings（システム設定）を選ぶと 2 つのオプションが開きます； Display（ディスプレイ）と

Date & Time（日付と時間）。いずれの項目を選択しても追加メニュー（オプション）が開きます。
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ツール ツールメニュー

Display（ディスプレイ）に含まれるオプション：

Brightness （明るさ）• 、63 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）• 、64 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）• 、64 ページ － 周囲の光量が少ない状態の時に、

ツールバーグラフィックスのコントラストを明るくします。

Font Type （フォントタイプ）• 、65 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）• 、65 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）• 、66 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）• 、66 ページ － 内蔵の時計をご利用になる地域の標準時間に合わせます。

Clock Settings （時間の設定）• 、67 ページ － 内蔵時計の時間を設定します。

Daylight Savings Time （夏時間調整）• 、67 ページ － 時計を夏時間に合わせます。

Time Format （時刻の表示形式）• 、68 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）• 、68 ページ － 年、月、日の表示方法を設定します。

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 7-3）

図 7-3 明るさ設定画面例

画面上の＋（プラス）と－（マイナス）アイコン押すか、または上方向（p）と下方向（q）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）を選ぶか、N/X ボタンを押します。
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ツール ツールメニュー

Color Theme （カラーテーマ）

画面の背景の色を黒／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。

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、周辺光量が弱い状況下においても視認性を確保できるように、白黒のボタンと鮮明なグ

ラフィックスで構成されています。

図 7-4 ハイコントラストツールバーの例

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

選択してください。「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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ツール ツールメニュー

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、または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。

図 7-5 太字と黒背景の例

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。終わったら、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。

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状態の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）を選んで、設定メニュー、またはホーム画面

に戻ります。
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ツール ツールメニュー

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。決して校正中に電源を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. メニューで Settings（設定）を選びます。

3. メニューで Touch Calibration（タッチスクリーンの校正）を選びます。

校正画面が開きます。（図 7-6）

図 7-6 タッチスクリーン校正画面例

4. 画面に表示される各ボックスにタッチしてください。

タッチスクリーンの校正が完了すると、画面は Settings（設定）メニューに戻ります。

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ハイライ

ト表示にし、選択します。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。
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ツール ツールメニュー

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 7-7）。

図 7-7 時間設定画面例

4. 画面の＋（プラス）アイコンを選ぶか、方向ボタンの上方向（p）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、方向ボタンの下方向（q）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（✓）ボタンをタップするか、Y/ ✓ボタンを押すと、ハイライト表示が次のフィー

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てください。

7. 設定が終わったら、ツールバーの Back（戻る）アイコンか、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。

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。

選択を確定させた後、Back（戻る）アイコンか、N/X ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
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ツール ツールメニュー

Time Format （時刻の表示形式）

Time Format（時刻の表示形式）で、時刻の 12 時間／ 24 時間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）• 

選択を確定させた後、Back（戻る）アイコンか、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）

Date Format（日付の表示形式）で、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）

選択を確定させた後、Back（戻る）アイコンか、N/X ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

スキャナの設定
このオプションではスキャナを使用する際、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グラフのベースに横軸に表示されるメモリと値です。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を占めます。

図 7-8 スケールを非表示にしたスキャナの画面例
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ツール ツールメニュー

 スキャナ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。

単位の設定
Configure Units（単位の設定）では、温度、真空度、圧力の単位表記について、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 7-9 単位の設定メニュー例

 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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第 8 章 メンテナンス

この章では、診断ツールの基本的なクリーニング方法やバッテリーの交換方法について説明します。

8.1 クリーニングと点検

診断ツールを使用する際には、次の作業を実施して装置を最良の状態に維持してください。

使用する前後に、ハウジング、配線、コネクタ等に汚れや損傷がないか点検してください。• 

その日の作業を終えたら、湿らせた布等を使って診断ツールのハウジング、配線、およびコネク• 

タの汚れを拭き取ってください。

 重要事項 ：

研磨剤を含む洗浄剤や自動車用の化学薬品等は使用しないでください。

8.1.1 タッチスクリーンのクリーニング

タッチスクリーンのクリーニングには、柔らかい布と中性の窓用クリーナー等を使用してください。

 重要事項 ：

研磨剤を含む洗浄剤や自動車用の化学薬品等は使用しないでください。

8.2 バッテリパックの整備

バッテリパックを取り扱う際には、安全性に関するガイドラインに従ってください。

感電事故が起きる危険性があります。

• バッテリ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て短絡の発生を防いでく

ださい。

バッテリパックを取り外す際は、 必ず事前にすべてのテストケーブル類を外し、 電源をオフにしてください。• 

バッテリパックを分解しようとしたり、 バッテリ端子から突起した、 あるいは保護している構成部品を取り• 
外そうとしたりしないでください。

機器やバッテリパックを雨、 雪、 あるいは湿気のある条件下に放置しないでください。• 

バッテリ端子を短絡させないでください。• 

感電事故が発生し、思わぬケガをする危険性があります。

爆発事故が起きる危険性があります。

必ず純正のバッテリパックを使用してください。  不適切な代替品を使用したり、 バッテリパックに手を加え• 
たりすると爆発事故が起きる危険性があります。

爆発事故によって死亡または重傷を負うおそれがあります。
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メンテナンス バッテリの整備

8.2.1 バッテリパックの安全性に関するガイドライン

 重要事項 ：

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

バッテリパックの使用／取り扱いの際には、以下の点に注意してください。

バッテリ端子を短絡させないでください。• 

診断ツールやバッテリパックを水に浸さないでください。同様に、機器やバッテリ室の中に水が• 

かからないようにしてください。

バッテリパックを押し潰したり、分解・改造しないでください。• 

100℃（212ºF）を超える温度でバッテリパックを熱さないでください。また、バッテリパックを• 

火中に投じて処分しないでください。

バッテリパックに過度の物理的衝撃や振動を加えないでください。• 

バッテリパックは、お子さまの手が届かない場所に保管してください。• 

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

ださい。

バッテリパックは涼しく乾燥し、換気状態が良好な場所に保管してください。• 

 注意事項 ：

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

長期間にわたりバッテリ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。

なるべく長期間にわたりバッテリを使用することができるように、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

テリの充電が可能です。
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メンテナンス バッテリの整備

8.2.2 バッテリパックの交換

バッテリパックに充電することができなくなった場合は、お買い求めの販売店にご連絡の上、新品

をお買い求めください。

 重要事項 ：

バッテリパックは、必ず Snap-on 社純正の交換部品をお買い求めください。

 バッテリパックを交換する ：

1. バッテリカバーを固定している 2 本のスクリュを緩めます。

2. バッテリカバーの下側を持ち上げ、下にスライドさせてガイドのツメを外し、カバーを取り外し

ます。

3. バッテリの下側から持ち上げ、下にスライドさせてガイドのツメを外し、バッテリを取り外しま

す。

 重要事項 ：

取付ける時に、カバーのスクリュをきつく締め過ぎないでください。

4. 新しいバッテリを取り付けるには、取り外しと逆の手順で行います。

1 — バッテリ

2 — バッテリカバー

3 — 固定スクリュ

 図 8-1 バッテリパックの取付位置
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メンテナンス バッテリの整備

8.2.3 バッテリの処分

バッテリパックは、必ずご利用の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。バッテリパックをリサイクル業者に輸送する場合には、地域、国、および国際的な慣例や

規定に従って発送を行ってください。詳細な情報については、以下にお問い合わせください。

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

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

英国－ Electrical Waste Recycling Company（電気廃棄物リサイクル社）、ウェブサイト： • 

http://www.electricalwaste.com

WEEE のロゴを有した製品（図 8-2）には、欧州連合の規定が適用されます。

図 8-2 WEEE のロゴ例

 注意事項 ：

廃棄物は、必ずお使いの地域や自治体の規定に従って処分してください。

詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
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