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外観（コネクター, LED とボタン類） 

バッテリーの装填および

交換

は充電可能なリチウム

イオンバッテリー（18650 タイプ、

2600ｍAｈ容量）を使用していま

す。 

次のようにバッテリーを装填し

てください。 

- 赤色のゴムグリップ部品を

から引き抜きます。

 極性に注意してバッテリーを

装填します。

記: バッテリーを装填もしくは交換後、時間を設定してください。 

ホームスクリーン＞設定＞日付と時間 

 

 

バッテリー装填箇所 

ボタン LED(電源) 

充電アダプターポート チャンネル A チャンネル B LED（ステータス） 

USBポート 
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. バッテリー充電

外部電源から充電するためのケーブルが同梱されていますが、一般的な 5V DC 、1.5A以上電流の充

電器を使用することができます。（DCパワーコネクター部は 2.1mm x 5.5mm,センターピンが (+)） 

重要

充電中は CarScope VISO デバイスを使用しないでください

充電中は測定プローブを接続しないでください

記: 完全放電後の充電には 4 時間かかります。 

記: バッテリーを完全放電しないでください。完全放電を繰り返すとバッテリー容量が少なくなりま

す。 

ボタンの操作

以下のような機能をボタン操作で行います。: 

1. 4秒間 “ボタン”を長押しして電源オンします。 

2. 10 秒間 “ボタン” で強制終了します。 

3. “ボタン”を押すと前画面に戻ります。 

4. “ボタン” を 2回押すとホーム画面へ戻ります。 

デバイスのオン、オフ

デバイスオン: 

デバイスがオンになるまで 4 秒“ボタン”を押して離します。

重要: CarScope VISO デバイスへバッテリーを装填したときの初めの電源オンは 10 秒間待ってからに

ください！ 

デバイスオフ: 

ホームスクリーン上部の “電源オフアイコン” をタップします。 

強制終了: 

ボタン を 10秒間長押して強制終了できます。

動作内容

デバイスには 2つの LED があり、以下の表示機能があります：

正常 緑 初期セルフテスト-テストステータス：

デバイスが正常に電源オンできているときは継続的に点灯

スリープモードの時は 2秒ごとに点滅

電源オフの時は消灯.

充電 赤 -バッテリー充電時
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タイトルバー表記：

タイトルバーに充電状況、時間、CarScope VISO電源オフアイコンが表示されます。 

チャンネル A/B の縦軸

Vertica l scale for Channel B Vertica l scale for Channel A  
 

入力プローブや範囲選定により縦軸に A/B チャンネルの単位と値が表示されます。A/B セットアップ

メニューを使い変更ができます。

電源オフアイコン 時間 充電状態 

チャンネル Bの縦軸スケール チャンネル Aの縦軸スケール 
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縦位置コントロール

縦軸を縦方向にタップしながらスライドさせると縦軸上の表示位置を変更できます。（A/B同時に移

動します。） 

 

記 画面全体が動きます。

例: 
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トリガーレベル

トリガーレベルはトリガーセットアップの一部とトリガーと信号の表示を統合する信号の高さを決め

ます。

トリガーレベルコントロールと調整 

チャンネル A の縦軸の上をタップしてチャンネル Aのトリガーポイントを選択します。 

 
同様にチャンネル Bの場合はチャンネル Bno縦軸の上をタップしてトリガーポイントを選択します。 

 
トリガーレベルは縦にスライドして調整ができます。 
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トリガーポジション

トリガーポジションは、トリガーイベントが画面に表示される水平位置に設定できます。 トリガー

ポジションを水平方向に動かすと、トリガーイベントの前に信号が何をしたかを確認することができ

ます（プリトリガ表示と呼びます）。 言い換えれば、トリガーポイントの前後の視認可能な信号の

長さを決定できるといえます。 

 
 

 
測定が終了すると時間スケールとトリガーポジションを水平にスライドすることができます。 
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省電力モード 

省電力モードの設定: ホームスクリーン > 設定 > 省電力 

省電力モードはバッテリー消費を減らすことができます。２つのオプションがあります。: 
 

 使用していない時に画面オフにする時間設定のオプション 

記：電源オフからの復帰は画面をタップしてください。 

 

 使用していない時にデバイスオフにする時間設定のオプション 

記：電源オフからの復帰は通常起動時と同じく電源ボタンを 4 秒間長押ししてください。 

 
 

両オプションともに有効、無効の設定が可能です。 

接続

このモードで とコンピューターのデータ通信が可能になります。
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ケーブルタイプ オス/タイプ Bオスが必要です。

1. CarScope VISO とコンピューターと USB ケーブルで接続します。 

2. ホームスクリーンから データ管理 を選択します。 

3. コンピューターが CarScope VISO をリムーバルディスクと認識するまで待ちます。 

4. “フォルダーを開く” を選択します。 

5. CSVISOフォルダーを開きます。 

これは CarScope VISO デバイスフォルダーです。 コンピューターとファイルの交換ができます。 

http://www.autoditex.com/
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ファイル 保存された BMP ファイルのフォルダー

ファームウェアアップデートするためのファイル格納フォルダー

ヘルプ情報を格納したフォルダー

CarScope VISO システムファイルを格納したフォルダー. 

波形 ファイルを格納したフォルダー
 

重要: 

フォルダー名は変更、消去、名所変更、移動はしないでください。すべてのファイルは内蔵マイクロ

SD カードに格納されています。 

ファームウェアアップデート方法

1. 電源を入れた CarScope VISO を USB ケーブルで PCへ接続します。 

 

2. ホームスクリーンから "データマネージメント" を選びます。 CarScope VISO の画面に " PCへ

接続"が表示されます。10-20 秒 (もしくはそれ以上) CarScope VISO が PCへリムーバルディスクと

して認識されるまで待ちます。 

 

3. コンピューターからファームウェアファイル(例えば CSViso88.SUF)を以下へコピー＆ペーストし

ます。X:\CSVISO\FWUPDATE\CSViso88.SUF on CarScope VISO. （“X”はお使いのコンピューターが

自動で割り当てたものになります。） 

 

4. "戻る" でホーム画面へ戻ります。 

 

5. ホームスクリーンで “設定”の"ファームウェアアップデート"を選びます。 

 

6. "チェックファームウェアアップデート"メッセージとステータスバーが表示されます。 

7. "ファームウェアアップデートファイルを選択"という画面が起動したら必要なファームウェアを

選択します。 

8. 必要なファイルのアップデート完了まで待ちます。  

9. ファームウェアアップデートが成功したら以下のメッセージが表示されます。 

以下のファームウェアが成功しました。: 

 

記: ファームウェアアップデート作業詳細はログに記録されます。このログは

X:\CSVISO\FWUPDATE\FWUPDATE.LOG. にあります。“X”コンピューターが設定した文字です。 

トラブルシュート

トラブル内容 可能性のある問題 解決方法 

デバイスの電源が入らな

い、画面が黒いまま（反応

しない） 

緑 “OK” LED が点灯しな

い  

バッテリーがない 
2600mAh 18650 Li-Ion バッテリーを装填

する 

バッテリーが認識されない バッテリー極性を確認する 

バッテリーが完全放電 充電を行う 

電源ボタンを 4 秒以上押して

いない 

電源ボタンを少なくとも 3-5 秒長押しす

る 
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バッテリー装填後、電源ボタ

ンを早く押しすぎ 

バッテリーを装填してから最低 10秒まっ

てから電源ボタンを押す  

他の理由 メーカーへ確認 

デバイスの電源がオンにな

ったあとすぐにオフになる  

バッテリーが放電 充電後もう一度確認 

バッテリー接続に問題がある バッテリー装填状態を確認 

他の理由 メーカーへ確認 

デバイスがオフにならない 

指が濡れている オフになるまで何度か試す. 

タッチセンサー異常か他の部

品異常 

電源ボタンを長押しする。それでも改善

しない場合はメーカーへ確認 

他の理由 バッテリーを装填しなおす. 

ファームウェアがアップデ

ートできない 

ファイルシステムエラー 

Error code:1 ? 

ファームウェアが FWUPDATE デ

ィレクトリーにない 

ファームウェアファイルを FWUPDATE ディ

レクトリーへ格納してファームウェアア

ップデートをもう一度行う 

ファイルシステムエラー

Error code:3 

内部マイクロ SDメモリーカー

ドにエラーがあるかプロパテ

ィーがインストールされてい

ない  

右の赤いゴムグリップをはずしプラスチ

ックパネルを開けてマイクロ SD カードを

確認して必要に応じて交換する 

SD card が準備できません 

内部マイクロ SDメモリーカー

ドにエラーがあるかプロパテ

ィーがインストールされてい

ない 

R 右の赤いゴムグリップをはずしプラスチ

ックパネルを開けてマイクロ SD カードを

確認して必要に応じて交換する 

コンピューターとの USB接

続がありません 

ホーム画面からデータ管理を

選択していない 
ホーム画面のデータ管理を選択する 

USB ケーブル不良 USBケーブルを交換する 

コンピューターUSB ポートエラ

ー 
コンピューターの他の USBポートを使う  

CarScope デバイス電源がオフ デバイスの電源をいれる 

ヘルプファイルが無いもし

くは足りない 

マイクロ SD カードにヘルプフ

ァイルがない 
ファイルを保存する 
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