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操船安全画面
VesselView の電源を切り、30 秒以上経過してから電源を入れるたびに、操船者に向けの安全な操船についてのアドバイザ
リー画面に表示されます。[Accept] (了承) ボタンを押すと、継続できます。
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VesselView ソフトウェアのアップデート方法
VesselView のソフトウェアは 2 種類の方法でアップデートできます。

Wi-Fi 自動クエリ
VesselView 502 には、Wi-Fi モジュールと Bluetooth 接続機能が付いています。電源を入れると、ユニットがインターネッ
ト経由で Mercury Marine ウェブサイトにアップデートファイルの有無を定期的に問い合わせます。アップデートがある場
合は、アップデート通知画面が表示され、アップデートを受け入れるよう促されます。
VesselView 702 では、インターネットに接続できますが、インターネット経由で Mercury Marine ウェブサイトにアップデ
ートの有無を問い合わせるには、ボートが Wi-Fi ホットスポットの範囲内にあるか、またはモバイルデバイスを Wi-Fi ホッ
トスポットにする必要があります。アップデートがある場合は、画面のプロントがアップデートプロセスをガイドします。

Micro SD カードの使用
以下の手順は、VesselView ソフトウェアのアップグレード方法を説明しています。Mercury ウェブサイトからバージョン
アップデートをダウンロードするにはインターネット接続が必要です。FAT または FAT 32 micro SD カードにアップデー
トファイルを転送する手段も必要です。
1. イグニッション キーをオンして、VesselView がオンになっていることを確認します。
2. micro SD カードを VesselView の micro SD カードスロットにカチッと音がするまでしっかり挿入します。
3. 画面上部の [HOME] (ホーム) タブをタッチして、[HOME] 画面を表示します。
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4. [Home] 画面で、左ウィンドウにある [Files] (ファイル) アイコンをスワイプします。

61451

5. 表示されたオプションから、[My files] (マイファイル) を選択します。

61453

6. Mercury ウェブサイトからダウンロードしたファイルを選択します。下図のファイルはあくまでも参考例です。実際
に選択するファイル名を表すものではありません。

61455
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7. [Details] (詳細) ウィンドウの [Upgrade] (アップグレード) オプションを選択します。

61456

8. [Upgrade This Display] (このディスプレイのアップグレード) ウィンドウの [OK] を選択します。VesselView に、アッ
プグレードの進捗度を表すプログレスバーが表示されます。アップグレードのこのステップにあるときはディスプレ
イの電源を切らないでください。VesselView に一時的に、[Restarting] (再起動) 画面が表示されます。再起動プロセス
後、ソフトウェア アップグレードが完了した VesselView を操作する準備が整います。

61458
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新ソフトウェアの取得
1. VesselView および Link Module の 新ソフトウェアは、Mercury ウェブサイト (https://www.mercurymarine.com) から

ダウンロードできます。VesselView のソフトウェアバージョンを確認するには、VesselView の電源を入れます。すで
に VesselView の電源が入っている場合は、ユニットの上部から画面の下方向へスワイプして、[System Controls] メニ
ューを表示します。[Settings] > [System] > [About] の順に選択すると、現在使用中の VesselView ソフトウェアのバー
ジョンを確認できます。
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https://www.mercurymarine.com
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2. VesselView 製品を選択して、[Download VesselView Update] (VesselView アップデートのダウンロード) を選択しま
す。

3. コンピュータのセキュリティ設定によっては、セキュリティ警告が表示される場合があります。[Allow] をクリックし
て続行します。

4. ハード ドライブ上にフォルダを作成し、このフォルダにファイルを保存します。
5. [SAVE] (保存) または [RUN] (実行) を問われたら、[SAVE] を保存して、ハードドライブに保存します。

注意： 通常のファイルサイズは、80～90 MB です。
重要： ブラウザに応じて、ファイルの拡張子が変わることがあります。ファイル名と拡張子が変わっていないことを
確認してください。正しい拡張子は、.upd です。ファイル名と拡張子は変更しないでください。

6. ファイルがハード ドライブに保存されたら、そのファイルを、容量が 512 MB 以上の未使用の FAT または FAT 32 マ
イクロ SD カードのルートにコピーします。ドライブのルートとは、ファイルがフォルダに配置されない、 上位レベ
ルです。

VesselView Link Module ソフトウェアのアップデート方法
VesselView Link Module は、VesselView ユニットを通じてアップデートできます。VesselView Link Module ソフトウェア
のアップデートは、Mercury ウェブサイトの VesselView ソフトウェアアップデートのページにあります。「VesselView ソ
フトウェアのアップデート方法」を参照のこと。
以下の手順は、VesselView ソフトウェアのアップグレード方法を説明しています。Mercury ウェブサイトからバージョン
アップデートをダウンロードするにはインターネット接続が必要です。FAT または FAT 32 micro SD カードにアップデー
トファイルを転送する手段も必要です。
注意： 通常のファイルサイズは、30 MB です。
1. イグニッション キーをオンして、VesselView がオンになっていることを確認します。
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2. micro SD カードを VesselView Link Module の micro SD カードスロットにカチッと音がするまでしっかり挿入しま
す。

a - NMEA 2K 接続
b - SmartCraft/電源接続
c - Micro SD カードポート

3. 画面上部の [HOME] タブをタッチして、[HOME] 画面を表示します。左ウィンドウの [Settings] (設定) オプションまで
ナビゲートします。[Network] (ネットワーク) オプションを選択します。[Device list] (デバイスリスト) を選択します。
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61828



章 1 - はじめに 

ページ  14 90-8M0122377   jpn  ６月  2016

4. 利用可能なデバイスのリストから、[VesselView Link Module] を選択します。下図のファイルはあくまでも参考例で
す。シングルエンジンでの VesselView Link Module の場合には、「Single」(シングル) と表示されることがあります。

61460

5. [Configure] (設定) オプションを選択します。

61461

6. SD カードが VesselView Link Module にしっかり挿入されていることを確認してから、[Yes] (はい) オプションを選択
します。

61463
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7. [Device configuration] (デバイス構成) ウィンドウの [Upgrade] オプションを選択します。

61840

8. VesselView に、VesselView Link Module のアップグレードの進捗度を表すプログレスバーが表示されます。アップグ
レードのこのステップにあるときはディスプレイの電源を切らないでください。

61465


