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改訂版 
 

日付 
 

理由 
 

V00 02.06.2021 初版 
 V01 02.03.2022 Stodia の移送 
 V02 12.05.2022 章の改訂： 

- 非常停止ボタン 

- 電源アダプターを接続する/バッテリーを充電する 

   

   

   

JA 

 

インプリント 

 

インプリント 

メーカー Stodia GmbH 
蓄電装置＆診断技術  
Im Freitagsmoor 45 
D – 38518 Gifhorn 

電話: +49 (0) 5373 92197-0 
ファックス: +49 (0) 5373 92197-0 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

複製 一部であっても複製や転載を行う場合は、必ずメーカーの書面による許可が必要です。 

著作権 取扱説明書原本 

無断転載を禁じます。 

すべてのテキスト、画像、グラフィックは、知的財産の保護に関する著作権法およびその他
の法律の対象となります。 

Copyright 2022 Stodia GmbH. 

画像の出所 警告標識、禁止、必須および標準の記号は、インターネット上の一般的にアクセス可能な領
域などの公開の出所から入手したものです。CAD 製品画像および製品写真はメーカーのも
のです。使用中の製品を示す画像素材は出所を明記しています。 
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はじめに 

はじめに 
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。 
製品には USB スティックが付属しており、取扱説明書が各国の言語で保存されています。
現在有効なバージョンと他の国の言語は、弊社のホームページで確認できます。 
商品には QR コードが付いています。インターネット対応デバイスでこれをスキャンす
ると、製品のダウンロード領域に直接移動します。 
製品には他社製の電源アダプターが付属しています。これには別の取扱説明書がありま
す。 
すべての取扱説明書は製品の一部であり、製品とともに保管する必要があります。売却
または譲渡の際には、取扱説明書を新しい運用者に引き渡す必要があります。 
取扱説明書に加えて、電気自動車のトラクションバッテリーの取り扱いに関連するすべ
ての規制が適用されます。これには、とりわけ、車両メーカー、運用者の指示、および
電気自動車の取り扱いにおける操作上の安全要件および最新技術が含まれます。  

適合宣言の有効性 
発行された適合宣言は、取扱説明書に記載されている製品に適用されます。変更、 
改造、または拡張が行われた場合、適合宣言とリスク評価は失効します。 

メーカー情報 
 

  
創業以来、未来志向のエレクトロモビリティーをテーマに活動してきました。Stodia 
GmbH は、自動車業界、エネルギー保存分野、サービスワークショップ、または特殊車
両フリート向けの個別のソリューションを開発および製造しています。 
中心的な製品は、中核的な要素としてエネルギー転換とエネルギーの自律性を推進す
る、固定式のまたは移動式のイノベーティブな蓄電装置です。Stodia のポートフォリオ
としては、さらに、充電・バッテリー技術、診断システム、バッテリー・電池管理、並
びに車両全般の計測・診断技術が挙げられます。 
ソフトウェアとハードウェアの開発における経験を持つ Stodia GmbH は、プロトタイプ
からシリーズまで、MADE IN GERMANY の常に信頼できるパートナーとしてお客様を
サポートします。 
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安全 

本取扱説明書は、次の製品にのみ有効です: 
 
製品番号: 
 

「セット」の章を参照してください。 
 名称: 

 
診断ボックス VAS 5581A 

 

警告レベル 
本章では本操作説明書に記載されている警告レベルについて説明します。 
 

 危険 
 安全上の注意事項に従わないと、死亡するか重傷を負います！ 

 
 

 警告 

 安全上の注意事項に従わないと、死亡または重傷を負う可能性があります！ 

 
 

 注意 

 安全上の注意事項に従わないと、軽傷を負う可能性があります！ 

 

安全に関する重要な注意事項 
本章では、製品を取り扱う際に遵守する必要のある安全上の注意事項について説明しま
す。 
 

 

危険 
電圧による生命への危険！ 
他のシステムの電圧は、生命を脅かすものであり、感電死する可能性があります！ 
• 本製品を主電源回路の測定に使用しないでください！ 
• 本製品を介して他の機器に電源を供給することは絶対にしないでください！ 
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警告 

電圧による生命への危険！ 
本製品の電圧は危険であり、感電により重傷を負ったり死亡する可能性があります！ 
液体、凝縮液、高湿度は短絡の原因となる可能性があります！ 
• 製品が液体に触れないようにしてください！ 
• 製品は密閉された乾燥した部屋でのみ使用してください！ 

 
 

 

警告 

電圧による生命への危険！ 
本製品の電圧は危険であり、感電により重傷を負ったり死亡する可能性があります！ 
欠陥や破損のある製品は、電圧に対する保護を安全に保証できません！ 
• 製品が化学薬品に触れないようにしてください！ 
• 欠陥や破損のある製品はすぐに交換してください！ 
• 製品の修理や改造は絶対に行わないでください！ 

 

安全機能 
非常停止ボタン 
 

 

警告 

安全機能の障害による危険！ 
非常停止ボタンが破損すると、製品の安全機能が損なわれる可能性があります！ 
• 非常停止ボタンの機能チェックを定期的に行ってください (「非常停止ボタンの操

作」および「メンテナンス」の章を参照)！ 
• 非常停止ボタンにいつでも自由にアクセスできることを確認してください！ 
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本製品には非常停止ボタンが装備されています。非常停止ボタンが押されると、次のこ
とが直ちに中断されます。 
1. 診断ボックスの電源、 
2. クランプ 15、30 とパイロットラインの電気接続、および検査対象のコンポーネント

の電源、 
3. VC インターフェースを介した通信、 
4. ユニバーサル電源アダプターへの電気接続。 

 
 

位置 説明 

1 非常停止ボタン 

 

非常停止ボタンを押す 
 

 

注意 

バッテリーは、充電プラグが差し込まれていても放電します! 
非常ボタンを押すと充電電流が中断されて、電源アダプターに接続されていると電子
機器の一部に引き続き電流が供給されます。 
• 非常事態が除去されると非常停止ボタンを必ず元に戻してください! 
• 電源アダプターが診断ボックスに接続されている場合には、非常停止ボタンを押し

た際にこの接続を切断してください！ 
• バッテリーに充電する際には、非常停止ボタンが押されていないことに注意してく

ださい! 

非常停止ボタンをカチッと音がするまで押し込みます。 
 電気接続はすぐに遮断されます。 
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非常停止ボタンをリセットする 
1. メインスイッチで診断ボックスをオフにします (「診断ボックスをオフにする」の章

を参照)。 
2. 非常停止ボタンを時計回りに回して、カチッと音がするまで引き出します。 
3. 診断ボックスをメインスイッチで再びオンにする前に 3 秒お待ちください。 
 診断ボックスの電圧供給が復旧します。診断ボックスを再びオンにすることができ

ます (「診断ボックスをオンにする」の章を参照)。 
 

 

開始したばかりの診断は非常停止ボタンを押しても完了できません。診断プログラム
でエラーメッセージを表示できます。 

 

使用目的 
診断ボックスは、車両グループ外のコンポーネント (自律コンポーネント) を診断するた
めのツールとして機能します。 
そのために、診断ボックスはコンポーネントの電圧供給を引き継ぎ、OBD ソケットを介
して通信接続を提供します。このようにして、診断システム (たとえば、VC インターフ
ェイス VAS 6154 と組み合わせた ODIS サービス) を使用することができ、通常は車両の
OBD ポートからコンポーネントへのアクセスを確立します。 
要件に応じて、診断システムまたは VC インターフェイスと自律コンポーネント間の通
信は、3 つの異なる運転モードで実行できます。 

• Soft-Bridge モード (SB) 

• ゲートウェイモード (GW) 

• Hard-Bridge モード (HB) 

診断ボックスは、アダプターケーブルで検査する車両コンポーネントに接続されていま
す。 
診断ボックスは更新でき、ファームウェアの更新によって将来のアプリケーションに適
応させることができます。診断ボックスは旧 VAS 5581 および関連アダプターケーブル
と下位互換性があります。 
使用国に適した電源接続ケーブルを備えた診断ボックスに付属の電源アダプターと、診
断ボックスに付属のバッテリーのみを使用してください (「納入品目」および「構造」を
参照)。電源アダプターメーカーの取扱説明書を守ってください！ガイド付きトラブルシ
ューティングで車両メーカーが指定した車両側のコネクタ接続のみを使用してください。 
本取扱説明書における車両メーカーとは、フォルクスワーゲングループの車両メーカー
のみを指します。 
それ以外の使用は禁止されています。 
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対象者の要件 
製品での作業は、資格を持つ専門技術者のみが行うことができます。 
本取扱説明書に記載されている有資格者は、それぞれの国の車両メーカーが規定するガ
イド付きトラブルシューティングの要件をすべて満たしています。 
 

運用者の義務 
運用者は、診断ボックスで作業する担当者が対象者の要件を満たしていることを確認す
る必要があります。 
運用者は、以下の点も遵守する責任があります。 

• 診断ボックスは常に完璧で欠陥のない状態にある。 

• 診断ボックスの定期点検間隔を守り、記録していること。 
 

その他の資料 
この文書に加えて、次の文書も製品の納入品目に含まれています。 

• メーカー文書 ユニバーサル電源アダプター 
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製品説明 

納入品目 
すぐに納入品目の状態と完全性を確認してください。万一不具合がございましたら、す
ぐにメーカーまでご連絡ください。 

 
(1) 搬送用ケース 
(2) 診断ボックス VAS 5581A/16 衝撃保護付き 
(3) アダプターケーブル VAS 5581A/11 
(4) ユニバーサル電源アダプターVAS 5581A/10 
(5) 電源接続ケーブル (国別、「電源接続ケーブル」の章を参照) 
(6) 取扱説明書付き USB スティック 
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構造 
診断ボックス VAS 5581A/16 
製品の構造： 

 
(1) メインスイッチ 
(2) USB 2.0 インターフェース (タイプ B) 
(3) リチウムイオンバッテリーパック VAS 5581A/9 (診断ボックス内) 
(4) 非常停止ボタン 
(5) 警告表示 
(6) OBD インターフェイス 
(7) 液晶画面 
(8) CAN インターフェイス (A) 
(9) イーサネット/LIN インターフェース (B) 
(10) 電源接続ソケット 
(11) コントロールボタン 
(12) ステータス表示 
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電源ケーブル VAS 622 007 
本製品には、それぞれの使用国に適した電源接続ケーブルが付属しています。括弧内の
ASE 番号は、それぞれの電源プラグを備えた電源接続ケーブルを示します。使用国に応
じて、電源接続ケーブルは以下のような構造になっています。 

 
(1) 接続プラグ 電源アダプター 
(2) 電源接続プラグ タイプ F (EU – ASE 622 007 00 000) 
(3) 電源接続プラグ タイプ H (IL – ASE 622 007 00 079) 
(4) 電源接続プラグ タイプ G (UK – ASE 622 007 00 020) 
(5) 電源接続プラグ タイプ B (USA – ASE 622 007 00 023/JP – ASE 622 007 00 070) 
(6) 電源接続プラグ タイプ J (CH – ASE 622 007 00 004) 
(7) 電源接続プラグ タイプ I (CN – ASE 622 007 00 074/AUS – ASE 622 007 00 026) 
(8) 電源接続プラグ タイプ M (ZA – ASE 622 007 00 030) 
(9) 電源接続プラグ タイプ N (BRA – ASE 622 007 00 066) 
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アダプターケーブル VAS 5581A/11 

 
(1) アースクランプ 
(2) 低電圧接続プラグ MEB バッテリー 
(3) 接続プラグ 診断ボックス 

セット 
診断ボックスはセットで提供されますが、電源接続ケーブルは異なります。以下の表は、
各セットへの製品番号の割り当てを示しています。 

    

製品番号 固定部品 電源接続ケーブル ASE 番号 

22102608 • 診断ボックス VAS 
5581A/16 

• 衝撃保護 
• アダプターケーブル VAS 

5581A/11 
• 搬送用ケース 
• ユニバーサル電源アダプ

ター 
• 取扱説明書付き USB ス

ティック 

タイプ F (EU) 409 040 71 000 

22102871 タイプ J (CH) 409 040 71 004 

22102872 タイプ G (UK) 409 040 71 020 

22102873 タイプ B (US) 409 040 71 023 

22102874 タイプ I (AUS) 409 040 71 026 

22102875 タイプ M (ZAF) 409 040 71 030 

22103066 タイプ N (BRA) 409 040 71 066 

22103067 タイプ B (JP) 409 040 71 070 

22103068 タイプ I (CN) 409 040 71 074 

22103069 タイプ H (IL) 409 040 71 079 
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記号と接続 
製品には次のステッカーが貼られています。 

 

 

位置 説明 機能 

1 フロントステッカー フロントステッカーは、表示要素と制御要素で構
成されています。 

2 銘板 銘板は衝撃保護の下にあり、以下の情報が記載さ
れています。 

• メーカー情報 
• 製品タイプ 
• シリアル番号 
• 製造年 
• 保護等級 
• 入力および出力側の電気仕様 
生産関連の情報は、シリアル番号を介して追跡で
きます。 

3 インターフェース識
別表示 

このステッカーは、隣接するインターフェイスを
識別します。 

• A:CAN ポート 
• B:イーサネット/LIN インターフェース 
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製品ラベルには次の記号が表示されています。 

  

記号 意味 

 

この記号が点灯すると、検査対象の車両コンポーネントの高電圧リレーが作動してい 
ます。 

 

この記号が点灯すると、診断ボックスはガルバニック絶縁なしで通信します。 

 

シリアル番号は、メーカーの部品番号と合わせて、製品を識別するために使用され 
ます。 

22103063 メーカーの部品番号は、シリアル番号と合わせて、製品を識別するために使用され 
ます。 

 

取扱説明書を読んでください！ 

 

廃棄に関する注意事項では、製品を家庭ごみとして廃棄することを禁止しています。常
に、現在使用地で適用されているすべての廃棄規制に従って製品を廃棄してください。 

 

このマークは、製品を屋外で使用してはならないことを示しています。 

 

CE マークは、製品が該当するすべての欧州規制に準拠し、所定の適合性評価手順を受
けていることを証明します。 

 

検査済みシールは、自動車メーカーのワークショップおよび生産施設での使用が承認さ
れた製品であることを示します。 

 

モバイルデバイスで取扱説明書にアクセスするための QR コード。 
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表示および制御要素 
この製品には、次の表示および制御要素があります。 

 

表示要素 

   

位置 説明 機能 

2 警告灯「高電圧」 検査対象の車両コンポーネントの高電圧リレーが
作動していることを示す表示。 

3 警告灯「絶縁」 診断ボックスがガルバニック絶縁なしで通信して
いることを示す表示。 

4 液晶画面 • 運転状態の表示、 
• デバイス機能の制御、 
• 診断ボックスへのユーザーインターフェイ

ス。 

6 ステータス表示「パ
イロット」 

LED 点灯: パイロットラインが閉じています。 

7 ステータス表示「ク
ランプ 30」 

LED 点灯: クランプ 30 (バッテリー電圧 +) への電
源がアクティブです。 

8 ステータス表示「ク
ランプ 15」 

LED 点灯: クランプ 15 (イグニッション) への電
源がアクティブです。 
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操作要素 

   

位置 説明 機能 

1 メインスイッチ 製品のオンとオフ。 

5 コントロールボタン 方向ボタン:機能内のナビゲーション。 
「OK」ボタン:機能のアクティブ化または非アク
ティブ化。 

9 非常停止ボタン 電圧供給の即時遮断。非常停止ボタンの機能詳細
については、「安全」の章で説明しています。 

 

インターフェースの割り当て 
 

    

ピン CAN イーサネット LIN OBD 

1 CAN 1 high イーサネット TX + クランプ 15 (イグニッ
ション) 

2 CAN 1 low イーサネットをアクテ
ィブにする 

- 

3 CAN 2 high イーサネット TX - イーサネット TX + 

4 CAN 2 low イーサネット RX + クランプ 31 (車両質量) 

5 クランプ 15 (バッテリ
ー +) 

イーサネット RX - クランプ 31 (車両質量) 

6 クランプ 31 (バッテリ
ー -) 

LIN GND CAN High (CAN 
Highspeed) 

7 クランプ 30 (バッテリ
ー +) 

LIN VDD (電源) - 

8 クランプ 30C (バッテリ
ー +) 

LIN 信号 - 

9 パイロット IN クランプ 15 (バッテリ
ー +) 

- 
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ピン CAN イーサネット LIN OBD 

10 パイロット OUT クランプ 31 (バッテリ
ー -) 

- 

11 - クランプ 30 (バッテリ
ー +) 

イーサネット TX - 

12 - クランプ 30C (バッテ
リー +) 

イーサネット RX + 

13 - パイロット IN イーサネット RX - 

14 - パイロット OUT CAN Low (CAN 
Highspeed) 

15 - -  

16 - - クランプ 30 (バッテリ
ー電圧 +) 
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技術データ 
 

定格データ 値 

メーカー番号 22103063 

入力電圧 18 ~ 24VDC 

入力電流 最大 2A 

出力電圧 13.4VDC 

出力電流 5A 

バッテリー 6x リチウムイオンバッテリータイプ 18650 (3000mAh) 

バッテリー電圧 12.4VDC 

保護等級 IP20 

重量 バッテリー付き: ~ 1070g、バッテリーなし: ~ 560g 

寸法 L/W/H ~ 220mm/155mm/65mm 

 

環境条件 運転 保管/搬送 

温度 充電:0 ~ 45 °C 
放電: -20 ~ 60°C 

最大 7 日: -20 ~ 65 °C 
最大 3 か月: -20 ~ 40 °C 
最大 1 年: -20 ~ 25 °C 

相対湿度 35 ~ 85% 

 結露は厳禁です。腐食性ガス/空気が存在する場合、最大許容相対湿度 60 %。 
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操作方法 

本章では次の作業について説明します。 

• 準備、 

• 液晶画面での操作、 

• 運転モード、 

• 診断を開始する、 

• 診断を終了する、 

• クリーニング、 

• 保管、 

• メンテナンス。 
 

 

警告 

電圧による生命への危険！ 
他のシステムの電圧は、生命を脅かすものであり、感電死する可能性もあります！ 
• 本製品は、車両メーカーが意図した適用範囲にのみ使用してください！ 

 
 

 

注意 

破損の危険があります！ 
落下した製品が破損する可能性があります。 
• 製品を投げたり、落としたりしないように注意してください！ 
• 付属の衝撃保護を装着した状態でのみ使用してください。 
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準備 
診断ボックスを準備する 
本章では、運転のために診断ボックスを安全に準備する方法について説明します。 
付属の衝撃保護付きの診断ボックスのみを使用してください。 

 
衝撃保護を下から診断ボックスにかぶせます。 
 診断ボックスの運転準備が整いました。 
 これで、診断ボックスをオンにすることができます。 
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診断ボックスをオンにする 
本章では、診断ボックスをオンにして、リチウムイオンバッテリーパックの充電レベル
を確認する方法について説明します。 
要件:診断ボックスは運転の準備ができています (「診断ボックスの準備」の章を参照)。 

 
1. メインスイッチで診断ボックスをオンにします。 

 メインメニューが液晶画面に表示され、リチウムイオンバッテリーパックの充
電レベルが右上隅に表示されます。 

2. リチウムイオンバッテリーパックの充電レベルを確認します。 
 診断ボックスがオンになっています。 
 電源アダプターを接続するか (「電源アダプターを接続する/バッテリーを充電する」

の章を参照)、操作を続行するかどうかを決定します (「液晶画面での操作」の章を
参照)。 
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電源アダプターを接続する/バッテリーを充電する 
電源アダプターを接続すれば、診断ボックスの動作中でもリチウムイオンバッテリーパ
ックを充電できます。充電時に診断ボックスを使用すると、充電時間が長くなります。 
 

 

注意 
バッテリーは、充電プラグが差し込まれていても放電します! 
非常ボタンを押すと充電電流が中断されて、電源アダプターに接続されていると電子
機器の一部に引き続き電流が供給されます。 
• 非常事態が除去されると非常停止ボタンを必ず元に戻してください! 
• 電源アダプターが診断ボックスに接続されている場合には、非常停止ボタンを押し

た際にこの接続を切断してください！ 
• バッテリーに充電する際には、非常停止ボタンが押されていないことに注意してく

ださい! 

 

 

次の電源接続プラグと電源ソケットの図は象徴的なものであり、お住まいの国では異
なる場合があります。 

 

 
1. 接続プラグを電源アダプターに接続します。 
2. 国別の電源接続プラグを電源ソケットに接続します。 
3. 電源アダプターを診断ボックスの電源接続ソケットに接続します。 
 ディスプレイには、リチウムイオンバッテリーパックが充電中であることが表示さ

れます。 
 電源アダプターが接続され、リチウムイオンバッテリーパックが充電されています。 
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液晶画面での操作 
ボタン 
診断ボックスのメニューは、個別に選択可能なボタンで構成されています。 
個々のメニューのボタンは、次の状態を想定できます。 

  

状態 意味 

 

このボタンは、方向ボタンを押すことで選択できます。 

 

このボタンは選択できません。 

 

このボタンが選択され、OK ボタンを押すとその機能をアクティブ
にできます。 

 

このボタンが選択され、その機能がアクティブになります。OK ボ
タンを押すと、それらの機能を非アクティブにすることができます
。 

 

コントロールボタン 
コントロールボタンは液晶画面の右上にあります。 

コントロールボタンを使用して、液晶画面のメニューをナビゲートしたり、設定を行っ
たり、パラメータを変更したりできます。 
コントロールボタンには、次の機能が割り当てられています。 
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コントロールボタン 機能 

 

方向ボタンを使用して、個々のメニュー項目または情報ペー
ジを選択します。 
メインメニュー/設定メニュー/運転モードメニュー: 方向ボタ
ンの 1 つを押すと、液晶画面のボタンマークがそれぞれの方
向に 1 つ移動します。 

 
情報メニュー: 方向ボタン「上」および「下」を押すと、情
報ページをスクロールできます。 

 

OK ボタンを使用して、選択したボタンを押したり、制御さ
れた機能をアクティブまたは非アクティブにしたりできます
。 
メインメニュー: 選択したボタンをクリックすると、それぞ
れのサブメニューが開きます。 
情報メニュー: 情報メニューが終了し、メインメニューが再
び開きます。 
設定メニュー/運転モードメニュー: 選択したボタンを押すと
、それぞれの機能がアクティブになります。アクティブ化さ
れた機能は、塗りつぶされたバーで示されます。 

 
OK ボタンをもう一度押すと、機能が非アクティブになりま
す。 

 
  



 

21.VW.2210.3063_BA_V02_JA VAS 5581A 27 

 

JA | 操作方法 

 

メニュー構成 
次の図は、メニュー構成の構造と、メニュー構成内でのナビゲート方法を示しています。
個々の情報とパラメータについては、次の表で説明します。 

 
 

運転モードメニュー 
1. 方向ボタンを押してボタン間をナビゲートします。 
2. OK ボタンを押して、選択したボタンをアクティブまたは非アクティブにします。 

   

ボタン 名称 機能 

 

Soft-Bridge モー
ド 

このボタンをアクティブにすると、診断ボックス
はソフトブリッジモードで機能します。接続され
た車両コンポーネントへの通信は、マイクロコン
トローラーを介して行われ、ガルバニック絶縁さ
れています。 

 

ゲートウェイモ
ード 

このボタンをアクティブにすると、診断ボックス
はゲートウェイモードで機能します。接続された
車両コンポーネントへの通信は、マイクロコント
ローラーを介して行われ、ガルバニック絶縁され
ています。 

 

Hard-Bridge モー
ド 

このボタンをアクティブにすると、診断ボックス
はハードブリッジモードで機能します。接続され
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ボタン 名称 機能 

た車両コンポーネントへの通信は、ガルバニック
絶縁されていない OBD ソケットへの直接電気接
続によって行われます。 

 

CAN 入力 1 このボタンをアクティブにすると、診断ボックス
の OBD ソケットで CAN 入力 1 が使用可能にな
ります。 

 

CAN 入力 2 このボタンをアクティブにすると、診断ボックス
の OBD ソケットで CAN 入力 2 が使用可能にな
ります。 

 

戻る このボタンをアクティブにすると、運転モードメ
ニューが終了し、メインメニューが表示されま
す。 

 

設定メニュー 
設定メニューでは、検査する車両コンポーネントの電圧供給をアクティブにし、パイロ
ットラインを閉じ、高電圧リレーを閉じ、終端抵抗を設定することができます。 
1. 方向ボタンを押して設定内をナビゲートします。 
2. OK ボタンを押して、選択したボタンをアクティブまたは非アクティブにします。 

   

ボタン 名称 機能 

 

クランプ 30 このボタンをアクティブにすると、クランプ 30 
(バッテリー電圧 +) が接続されます。 

 

クランプ 15 このボタンをアクティブにすると、クランプ 15 
(イグニッション) が接続されます。 

 

パイロットライ
ン 

このボタンをアクティブにすると、検査対象とな
る車両コンポーネントでパイロットラインが閉じ
られます。 

 

高電圧リレー このボタンをアクティブにすると、検査対象とな
る車両コンポーネントで高電圧リレーが作動しま
す。 

 

 

CAN 終端抵抗 このボタンがアクティブになると、ステータスが
「CAN 120Ω」または「CAN ∞」に変わります。 
ステータス「CAN 120Ω」では、CAN 終端抵抗
は 120Ω に設定されます。 
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ボタン 名称 機能 

ステータス「CAN ∞」では、終端抵抗は無限に設
定されています (つまり、使用不可)。 

 

戻る このボタンをアクティブにすると、運転モードメ
ニューが終了し、メインメニューが表示されま
す。 

 

情報メニュー 
診断ボックスとリチウムイオンバッテリーパックの現在の情報が情報メニューに表示さ
れます。情報については、次の表で説明します。 
1. 方向ボタン「上」と「下」を押して、情報ページに移動します。 
2. 情報メニューを終了し、OK ボタンを押してメインメニューを開きます。 

   

表示 情報 意味 

 

VAS 5581A/16 診断ボックスの名称。 

ライン 1 診断ボックスのファームウェアバージョ
ン。 

ライン 2 ファームウェアバージョンの日付。 

 

SOC SOC =「State of Charge」は、リチウム
イオンバッテリーパック全体の最大容量
に関連する充電状態です。 

U リチウムイオンバッテリーパック全体の
現在の電圧。 

I リチウムイオンバッテリーパック全体の
現在の電流フローバランス。 
マイナス記号は、リチウムイオンバッテ
リーパックが放電していることを意味し
ます。 

 

セル電圧 各セル#1～#3 の電圧が表示されます。 
セル電圧の後ろにアスタリスクが表示さ
れている場合は、現在セルのバランス調
整が行われています。 
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運転モード 
診断ボックスは、次の運転モードで操作できます。 

• Soft-Bridge モード 

• ゲートウェイモード 

• Hard-Bridge モード 

適切な運転モードは、車両メーカーによってガイド付きトラブルシューティングで指定
され、検査対象の車両 コンポーネントと診断プログラム間の通信に影響します。 

次章では各運転モードの機能とそれをアクティブにする方法について説明します。 

Soft-Bridge モード 
ソフトブリッジモードでは接続された車両コンポーネントとの通信はマイクロコントロ

ーラーを介して行われ、ガルバニック絶縁されています。 

診断ボックスは次のように動作します。 

• CAN 2.0 メッセージは、変換せずに双方向に転送されます。 

• 車両コンポーネントが CAN FD メッセージを介してアドレス指定されている場合、

CAN FD メッセージも双方向に転送されます。 

次の手順で Soft-Bridgeブリッジ運転をアクティブにします。 

1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「運転モードメニュー」ボタンを選択し、

OKボタンでアクティブにします。 

 
 
2. 運転モードメニューで、方向ボタンを使用して「SB」ボタンを選択し、OK ボタンで

アクティブにします。 

 
 ボタンのマーカーバーが塗りつぶされている場合、診断ボックスはソフトブリッジ

モードで動作しています。 
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ゲートウェイモード 
ゲートウェイモードでは、接続された車両コンポーネントとの通信はマイクロコントロ
ーラーを介して行われ、ガルバニック絶縁されています。 
診断ボックスは次のように動作します。 

• CAN 2.0 メッセージは、変換せずに双方向に転送されます。 

• CAN FD メッセージは転送されません。 

• MEB バッテリーが CAN 2.0 メッセージを介してアドレス指定されている場合、プロ
トコルの切り替えが行われます。 

プロトコルの切り替え: 
プロトコルの切り替えにより、診断プログラムが CAN 2.0 メッセージで通信している場
合でも、MEB バッテリーの診断を確実に行うことができます。 
診断ボックスは、VC インターフェース (トランスポートルート CAN 2.0A/B) からの
ISOTP メッセージを ISOTP メッセージ (対応する識別子が適応されたトランスポートル
ート CAN FD) に変換し、それらをバッテリーに転送します。 
逆に、特に DLC > 8 を持つことができるバッテリーからの ISOTP メッセージが受信され
、必要に応じてセグメント化され (DLC > 8 で)、VC インターフェイスに送信されます (
再び識別子の適応で)。 
次の手順でゲートウェイモードをアクティブにします。 
1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「運転モードメニュー」ボタンを選択し

、OK ボタンでアクティブにします。 

 
 
2. 運転モードメニューで、方向ボタンを使用して「GW」ボタンを選択し、OK ボタン

でアクティブにします。 

 
 

 ボタンのマーカーバーが塗りつぶされている場合、診断ボックスはゲートウェイモ
ードで動作しています。 
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Hard-Bridge モード 
ハードブリッジモードでは、接続された車両コンポーネントとの通信は、ガルバニック
絶縁されずに OBD ソケットへの直接電気接続によって行われます。 
診断ボックスは次のように動作します。 

• 車両コンポーネントはハードウェア側の OBD ソケットに直接結合されており、 

• CAN 2.0 および CAN FD メッセージは変換なしで直接転送されます。 

次の手順で CAN ブリッジ運転をアクティブにします。 

1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「運転モードメニュー」ボタンを選択 
し、OK ボタンでアクティブにします。 

 
 
2. 運転モードメニューで、方向ボタンを使用して「HB」ボタンを選択し、OK ボタン

でアクティブにします。 

 
 

 ボタンのマーカーバーが塗りつぶされている場合、診断ボックスはハードブリッジ
モードで動作しています。 
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診断を開始する 
車両コンポーネントを接続する 
本章では、検査対象の車両コンポーネントを診断ボックスに接続する方法について説明
します。 
1. 安全上の注意事項を守ってください。 

 
2. アースクランプをコンポーネントハウジングの導電領域に接続します。 
3. 低電圧接続プラグを、テストする MEB バッテリーの引き抜いたソケットに接続しま

す。 
4. ロックをカチッと音がするまで上に回してください。これにより、接続プラグがコ

ネクタ接続に向かって引っ張られます。 
5. ロックボタンを押し込みます。 
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6. 接続プラグを診断ボックスに接続します。 

 
 これで、ガイド付きトラブルシューティングに従って測定を実行できます。 
 

コンポーネントの電源をアクティブにする 
接続された車両コンポーネントとの通信を確立できるようにするには、まずコンポーネ
ントに電源を供給する必要があります。コンポーネントに応じて、クランプ 30 と 15 を
接続する必要があります。ガイド付きトラブルシューティングで指示されたらすぐに、
クランプ 30 と 15 のスイッチを入れてください。 
要件: 

• 診断ボックスがオンになります (「診断ボックスをオンにする」の章を参照)。 

• 車両コンポーネントに適した運転モードが選択されています（「運転モード」の章
を参照）。 

• 車両コンポーネントは診断ボックスに接続されています (「車両コンポーネントを接
続する」の章を参照)。 

1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「設定メニュー」ボタンを選択し、OK
ボタンでアクティブにします。 

 
2. 設定メニューで、方向ボタンを使用して「30」ボタンを選択し、OK ボタンでアク

ティブにします。 

 
3. 選択可能な場合は、方向ボタンを使用して設定メニューの「15」ボタンを選択し、

OK ボタンでアクティブにします。 

 
 これで、車両コンポーネントに電源が供給されます。 
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接続を設定する 
一部のコンポーネントでは、診断を実行できるようにするために追加の設定が必要です。
ガイド付きトラブルシューティングで指示がない限り、次の手順を実行しないでくださ
い。 
要件: 

• 検査対象の車両コンポーネントには、すでに電源が供給されています (「コンポーネ
ントの供給をアクティブにする」の章を参照)。 

パイロットラインを閉じる 
一部のコンポーネントでは、診断を実行するためにパイロットラインを閉じる必要があ
る場合があります。 
1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「設定メニュー」ボタンを選択し、OK

ボタンでアクティブにします。 

 
2. 選択可能な場合は、方向ボタンを使用して設定メニューの「パイロット」ボタンを

選択し、OK ボタンでアクティブにします。 

 
 パイロットラインは閉じています。 
 

高電圧リレーを閉じる 
3.  

 

警告 
電圧による生命への危険！ 
高電圧システムの電圧は、生命を脅かすものであり、感電死する可能性もあります！ 
• 高電圧リレーが閉じると、高電圧回路が作動します！ 
• 診断ボックスの内側または外側の充電部に触れないでください！ 
• 高電圧バッテリーの極に触れないでください！ 

 
1. 一部のコンポーネントでは、診断を実行するために高電圧リレーを閉じる必要があ

る場合があります。 
2. メインメニューで、方向ボタンを使用して「設定メニュー」ボタンを選択し、OK

ボタンでアクティブにします。 
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3. 選択可能な場合は、方向ボタンを使用して設定メニューの「HV」ボタンを選択し、

OK ボタンでアクティブにします。 

 
 高電圧リレーが閉じています。 
 

CAN 終端抵抗を設定する 
一部のコンポーネントでは、診断を実行できるようにするために、CAN 終端抵抗を 120
オームまたは「無限」に設定する必要がある場合があります。 
1. メインメニューで、方向ボタンを使用して「設定メニュー」ボタンを選択し、OK

ボタンでアクティブにします。 

 
2. 設定メニューで、方向ボタンを使用して「CAN 120Ω」または「CAN ∞」ボタンを

選択し、OK ボタンでアクティブにします。  
 表示がそれぞれの他の値に切り替わります。 

 
 CAN 終端抵抗が設定されています。 
 

VC インターフェイスを接続する 
診断プログラムを使用して車両コンポーネントの診断を実行するには、VC インターフェ
ースを診断ボックスに接続する必要があります。 
要件: 

• 接続が正しく設定されています (「接続を設定する」の章を参照）。 
1. VC インターフェイスを診断デバイスの OBD ソケットに差し込みます。 

 
2. 診断プログラムで VC インターフェースへの接続をセットアップします。 
 これで、診断プログラムを使用して診断を開始できます。 
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診断を終了する 
人身傷害や物的損害を避けるため、診断を終了するときは必ず以下の順序で進めてくだ
さい。コネクタ接続を外す前に、必ず診断ボックスのスイッチを切ってください。 

診断終了 
診断ボックスをオフにする前に、診断プログラムで診断を終了する必要があります。そ
のために、ガイド付きトラブルシューティングの指示に従ってください。 

診断ボックスをオフにする 
本章では、診断ボックスをオフにする方法について説明します。 

 
メインスイッチで診断ボックスをオフにします。 

 液晶画面の表示が消えます。 
 閉じていた高電圧リレーが開きます。 
 閉じていたパイロットラインが遮断されます。 
 検査対象のコンポーネントの電源が遮断されます。 
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コネクタ接続の解除 
 

 

警告 
爆発の危険！ 
製品のコンポーネントにより、火花や電気アークが発生する可能性があります。 
• 負荷のかかっているケーブルのコネクタ接続を絶対に外さないでください！ 
• コネクタ接続を外す前に、診断ボックスのスイッチを切ってください！ 
• 爆発の可能性のある場所で製品を使用しないでください。 
• 運転中は、製品が地面から 50 cm 以上の高さにあることを確認してください！ 

 

診断ケーブル (32 ピン) のコネクタ接続を解除する 

コネクタ接続にはロックが付いています。それぞれのコネクタ接続を解除するには: 
1. ロックボタンを引き抜きます。 
2. ロッキングラグを押し下げ、カチッと所定の位置に収まるまでロックを下げます。

これにより、接続プラグがコネクタ接続から切り離されます。 
3. コネクタ接続を引き離します。 

 
 コネクタ接続が解除されます。 
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クリーニング 
 

 

危険 
電圧による生命への危険！ 
高電圧システムの電圧は、生命を脅かすものであり、感電死する可能性があります！ 
• 製品をクリーニングする前に、製品をすべての電源から外してください。 

 
安全上の注意事項を守ってください！ 
製品は乾いた布でのみクリーニングしてください。 

保管・搬送 
製品の保管や搬送は、必ず搬送用ケースに入れて行ってください (「納入品目」の章を 
参照)。 

廃棄 
安全上の注意事項を守ってください！ 
常に、現在使用地で適用されているすべての廃棄規制に従って製品を廃棄してくだ 
さい。 
 

  



 

21.VW.2210.3063_BA_V02_JA VAS 5581A 40 

 

JA | ヘルプ 

 

メンテナンス 
安全上の注意事項を守ってください！ 
定期テストに関する国および地域の要件を遵守する必要があります。 
本製品が正常に機能するかどうかは、24 ヶ月を超えない間隔で確認してください。 
専門的な機能テストについては、メーカーにお問い合わせください。 
 

リチウムイオンバッテリーパックを交換する 
 

 

警告 
火傷の危険および物的損害の危険！ 
リチウムイオンバッテリーパックのセルは逆極性保護されていません。取り付けを誤
ると、製品内で短絡が発生したり、リチウムイオンバッテリーパックのセルが過熱し
たりする可能性があります！ 
• ハウジングは開かず、リチウムイオンバッテリーパックのセルの交換は必ずメーカ

ーに依頼してください。 

 
ヘルプ 

保証 
Stodia GmbH は、購入日から 24 ヶ月間保証いたします。保証対象は明確に検証可能な機
能材料の欠陥と処理エラーです。 
保証条件の詳細については、メーカーウェブサイトの一般取引条件を参照してください。 

顧客サービス 
製品に関するお問い合わせの際には、必ず製品番号とご利用できる場合にはシリアル番
号をお伝えください。両方の番号は製品に記載されています。 
Stodia GmbH 
Im Freitagsmoor 45 
D – 38518 Gifhorn 
電話: +49 (0) 5373 – 92197-0 
ファックス: +49 (0) 5373 92197-0 
service@stodia.de 
www.stodia.de 
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