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日本語
お客様各位
このたびは、エッシェンバッハ社の高品質製品である電子
ルーペをお買い上げいただき、誠にありがとうございま
す。
エッシェンバッハ社はルーペおよび文字読み補助器の業界
大手として、当社製品の品質、操作方法、デザインに反映
された長年の経験を振り返ることができます。

ファームウェア バージョン
本説明書では、本ルーペにインストールされたファームウ
ェア バージョン“VD7_fw_v2.00”以上が適用されます。

規定通りの使用
この電子読み取り装置は、電子的に拡大表示されたテキス
トまたは画像を読んだり、じっくりと見るために使用する
装置です。

ご使用になる前に
ご使用になる前に、本説明書をよくお読みください。詳細
なこの説明書をお読みいただかないと、visolux DIGITAL HD の
全機能を理解することはできません。
安全上のご注意
XX眩光および怪我の恐れがあります！本体底面の光源を直
接覗き込まないでください！EN 62471:2008 に基づくリス
ク グループ 1。曝露危険値 (EHV):800 mm で 2200 秒。
リスク免除グループの限界値は、1,8 m の間隔を守ってく
ださい。400 nm から 780 nm の青色光により網膜傷害が
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生じます。
XX監視者がいない状態で、お子様に電子ルーペを使用させ
ないでください。
XX必ず同梱の電源アダプターを使って、ルーペを充電して
ください！
XXお使いの visolux DIGITAL HD およびケーブル付き電源アダ
プターに、目視できる損傷がないか確認してください。
visolux DIGITAL HD、電源アダプターまたはケーブルが損傷
している場合は、接続されている電源アダプターをすみ
やかにコンセントから抜き取ってください。本製品を再
使用する前に、有資格者に点検を依頼してください。
XXvisolux DIGITAL HD の本体は決して開けないでください。
本体内には操作部が一切搭載されていません。本体を開
いた場合、保証は失効しますので、ご了承ください。
XX装置に含まれるリチウムイオンバッテリは、必ず権限の
ある専門スタッフが取り外しおよび交換を行ってくださ
い。
XXお使いの visolux DIGITAL HD を決して湿気にさらさないで
ください。
XXvisolux DIGITAL HD を衝突または衝撃や過度の熱から保護
してください！visolux DIGITAL HD を発熱体の上に置いた
り、直射日光に当てることは絶対におやめください！
XXルーペ背面の放熱板が、作動中に内部で生じた熱を放出
します。通常、はっきり熱く感じられます。
XX他の人々、特にお子様にもこれらの危険に注意するよう
伝えてください！

納入品
XXvisolux DIGITAL HD
XXUSB ケーブル (タイプ C)
XXHDMI ケーブル
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XXEU・英国・米国・豪向けのアダプター付き充電器
XXケース
XXクリーニング クロス
XX取扱説明書
XXストラップ

各機能部
(図については、折込みページを参照)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

右スクロール ボタン
充電表示 LED
電源アダプター用差込み口
USB ポート
メニュー コントロールを開くための [MENU] ボタン
HDMI 出力
折畳み式スタンド
左スクロール ボタン
対象物用の LED ライト
放熱板
カメラ
ズーム倍率の拡大用ボタン
ズーム倍率の縮小用ボタン
ディスプレイ
電源ボタン
コントラスト機能の呼出し用ボタン

画像ファイルの保存用よびメニュー オプションの
確定用ボタン
SD カード
SD カード スロットのカバー
ルーペ首掛けストラップの通し穴
リセット スイッチの開口部
- 223 -
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使い方
内部充電式バッテリーを充電する：
電源コンセントを使用する場合であっても、visolux DIGITAL
HD を初めてお使いになる前に、内部充電式バッテリーをフ
ル充電する必要があります！
充電を行うには、充電ケーブルのプラグを visolux DIGITAL HD
の電源アダプター用差込み口 (e) に挿入します。次に電
源アダプターを使用場所用に設けられたアダプターに接続
し、充電アダプターをコンセントに差し込んでください。
充電時間は 3 時間ほどかかります。充電中は充電表示 LED
(w) が赤く点灯しています。充電が完了すると、緑色で点灯
します。
充電が完了したら、電源アダプターをコンセントと
visolux DIGITAL HD から抜き取ってください。
visolux DIGITAL HD は充電中に使用することができます。た
だし充電中に使用すると、充電時間が延びます。
電源のオン/オフ
電源ボタン (h) を 1 秒間長押しして、visolux DIGITAL HD
の電源をオンにします。ライブ画像モードで、カメラ画像
がディスプレイ (g) に表示されます。画面上端にバッテリ
ー充電状態、現在の拡大倍率、そしてディスプレイの明る
さを示す 3 つのアイコンが約 2 秒間にわたって表示されま
す。バッテリー アイコンには以下の意味があります：
充電式バッテリーがフル充電状態
残量が 50 %				
充電式バッテリー切れ

残量が 75 %
残量が 25 %

電源をオフにするには、電源ボタン(h) を 1 秒間長押しし
てください。拡大倍率、表示モード、ディスプレイの明る
さの現行設定値が保存されます。
- 224 BDA_visolux_DIGITAL_HD_2017_CMYK_de_multi.indd 224

26.04.2017 16:15:54

visolux DIGITAL HD が 5 分間以上作動しないと、内部充電式
バッテリーの充電量を節減するためにルーペの電源が自動
的にオフになります。ルーペをこの時間後に再使用したい
場合は、ルーペの電源を再度オンにしてください。
ルーペで読み取る
visolux DIGITAL HD の電源をオンにし、スタンド (u) を起こ
し、ルーペを対象物の上にセットします。カメラ (s) 下の
範囲の画像が、ディスプレイ (g) に表示されます。
ルーペを最小拡大倍率である 2× で使用すると、ディスプ
レイに 7 cm の画像セクション全体が表示されます。拡大
倍率が高い場合、この画像セクションは小さくなります。
Dynamic Line Scrolling (DLS)
スクロール機能が搭載されているため、拡大倍率が高い場
合であっても、新聞欄全体を読み込むためにルーペ全体
を横方向にずらす必要はありません。右スクロール ボタ
ン (q) を繰り返し押すか、またはこのボタンを押し続ける
と、画像セクションを右へずらすことができます。左スク
ロール ボタン (i) を繰り返し押すか、またはこのボタン
を押し続けると、画像セクションを左へずらすことができ
ます。
左スクロール ボタンを 2 回続けて素早く押すと、画像セ
クションが左のストップ位置まで動きます。すると、次行
の冒頭がすぐ目に飛び込んできます。
読み始めてください。
注意事項
この装置は、ローマ文字、アジアおよびアラビア文字に適
合させることが可能です。これに関しては引き続いて、234
ページの記載の「読み取り方向を設定する」の章を参照し
てください。ローマ文字が事前に設定されています。
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位置合わせ向上のためのヒント：
スタンドには、カメラの軸に沿って配置されている切欠き
部 (A) が付いています。この切欠き部を使ってルーペを丸
い物体の上にも簡単に中心合わせして“載せ”、缶に記載
されている材料表記などを読み取ることができます。
底面には、視野の側面境界を示す触知可能な凸部 (B) があ
ります。
前面には、底面のカメラ位置を示す触知可能な印 (C) があ
ります。
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拡大倍率を設定する
電源をオンにすると、カメラ画像が前回電源をオフにした
際に設定されている拡大倍率が表示されます。
ボタンを
押し続けると、拡大倍率が 22× まで大きくなります。
ボタンを押し続けると、拡大倍率が 2× まで小さくなりま
す。これらのボタンを繰り返し短押しして、拡大倍率を変
更することができます。
フォールス カラー表示
コントラストを強調するためにカメラ画像をフォールス カ
ラーで表示するには、
ボタン (j) を押します。このボ
タンを再度または繰り返し押すと、各種フォルス カラー
モードに次々に切り替わり、トゥルー カラー表示に戻るこ
とができます。納品時は、フォールス カラーとして s/w と
w/s があらかじめ設定されています。
その他のフォールス カラー表示をセットアップするには、
サブメニュー [フォールス カラーの選択] を呼び出しま
す。そのためには MENU ボタン (t) を押し、両スクロール
ボタン (q, i) で
アイコンをコントロールし、
ボタ
ンを押して選択を確定してください。続いてスクロール ボ
タン (q, i) で
アイコンを選択し、
ボタンで再び確
定します。同様に、希望するフォールス カラー コンビネ
ーションのコントロールも両スクロール ボタン (q, i) で
行い、そのステータス変更の確定も
ボタンで行いま
す。有効になっていないコンビネーションは、× 付きで表
示されます。
MENU ボタン (t) を押して、設定メニューを終了します。
ライブ画像をファイルで保存する
ボタン (k) を短押しして現在のカメラ画像を静止画像
でディスプレイに表示させ、挿入した SD カードにファイ
ルで保存します。
ボタンを再び短押しすると、ライブ
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画像表示に戻ります。
SD カードの画像ファイルを呼び出す
SD カードに前もって保存しておいた画像ファイルを表示す
るには、
ボタンを 3 秒間長押しするか、または以下に
記載された設定メニューを MENU ボタン (t) および
アイコンで開きます。以下のメニューが表示されます：

その下の中央には、現在選択されている画像ファイルが表
示されます。左からそれぞれ前の画像ファイル、右にはそ
の次の画像ファイルが表示されます。
両スクロール ボタン (q, i) で、以下に記載された機能を
有する個々のアイコンを反転表示させます：
-

前の画像ファイルを選択する

-

次の画像ファイルを選択する

-	現在選択しているファイルをお気に入りとして
選択する。お気に入りが選択されていない場合
は、アイコンに×印が付いています。
ヒント：	
お気に入りに登録された画像は、メニューを呼
び出すと常にアイコン下の中央に最初に表示さ
れます。そのため、それぞれ 1 つのファイルの
みお気に入りに登録しておくことができます。
-

選択した画像ファイルを SD カードから削除する

-

メニューを終了し、ライブ画像ビューに戻る

反転表示されている各機能のアイコンは、いくらか大きく
表示されます。選択した各機能を有効にするには、
ボ
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タン (k) を押してください。
中央に表示されている画像ファイルをフルスクリーンで表
示させるには、
ボタンを押します。
ボタンと
ボタンで、希望のズーム倍率を設定することができます。
両スクロール ボタン (q, i) で、ズームインした画像セ
クションをディスプレイ上で横方向にずらすことができま
す。ズーム倍率が 1× では、左スクロール ボタンで前の画
像ファイルへ、また右スクロール ボタンで次の画像ファイ
ルへダイレクトにジャンプすることができます。
ズーム比 が 1× で画像ファイルを表示している場合、MENU
ボタン (t) を押して、上記の 5 つのメニュー アイコンを
再表示することができます。ボタンを再度押すと、アイコ
ンが再び非表示になります。
画像ファイルを削除する
選択した画像ファイルを SD カードから削除するには、削
除アイコン
を反転表示させ、
ボタン (q, i) で確
定します。すると、ディスプレイ左下に確認アイコン
が、また右にはキャンセル アイコン
が表示されます。
スクロール ボタン (q, i) で、
または
を選択する
ことができます。それぞれ選択されたアイコンが、いくら
か大きく表示されます。
ボタンを押して、選択した機
能を実行します。
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設定メニューを呼び出す
MENU ボタン (t) を押して、設定メニューのファースト レ
ベルを呼び出します：

両スクロール ボタン (q, i) で、以下に記載された機能を
有する個々のアイコンを選択します。選択されている各機
能のアイコンはいくらか大きく表示され、部分的にカラー
で強調表示されます。選択した各機能を表示または非表示
にしたり、あるいは格納されているサブメニューを呼び出
すには、
ボタン (k) を押します。サブメニュー内で
も、上記のボタンで諸機能をコントロールしてください。
設定メニューは、MENU ボタン (t) を押していつでも終了
させることができます。

読取りライン/行のオン/オフ
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、後で
メニュー内でより正確に設定できる読取りライン/行のオ
ン/オフを行います。文字読み補助機能がオンになっている
と、
アイコンが、またオフになっていると
アイコ
ンが表示されます。
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SD カードの画像ファイルを管理する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、前章
に記載されているサブメニューを呼び出します。設定メニ
ューから画像ファイル管理を呼び出した場合、
アイコン
で、設定メニューのファースト レベルに戻ることができま
す。
無段階拡大のオン/オフ
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、無段
階拡大の機能をボタン
(d) とボタン
(f) からオン/
オフにします。この機能がオンになっていると、
アイコ
ンが、またオフになっていると
アイコンが表示されま
す。
対象物のライトを設定する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、以下
のアイコンで対象部の LED を設定します：
- すべての LED ライトをオンまたはオフにする
- 下側の LED アレイのみオンになっている
- 上側の LED の左右が半分の出力で点灯
- 上側の LED の左右がフル出力で点灯
希望のライトを

ボタンで確定してください。

アイコンで、また
ボタンで確定すると、設定メニ
ューのファースト レベルに戻ることができます。

ディスプレイの明るさを設定する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、以下
のアイコンでディスプレイの明るさを設定します：
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- ディスプレイの明るさ =   50 %
- ディスプレイの明るさ =   75 %
- ディスプレイの明るさ =

100 %

アイコンで、また
ボタンで確定すると、設定メニ
ューのファースト レベルに戻ることができます。

ビープ音の設定
それぞれ調整したサウンド設定がアイコンで表示されま
す。このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、
以下のアイコンでルーペのビープ音を設定します：
- ビープ音 1
- ビープ音 2
- ビープ音なし
希望の値を選択すると、最初のメニュー レベルの表示に戻
ります。

スプリット スクリーン機能のオン/オフ
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、スプ
リット スクリーン機能をオンまたはオフにします。これ
で、HDMI デバイスの接続時に統合ディスプレイを表示させ
続けるかどうかを決定してください。この機能がオンにな
っていると、
アイコンが、またオフになっていると
アイコンが表示されます。
この機能をオフにすると、両デバイスの画像繰返し率が 1
秒あたり 30 画像に減少します。したがって、対象物に位
置付けるための補助ディスプレイが必ず必要な場合のみ、
スプリット スクリーンを有効にしてください。
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読取り速度を設定する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、以下
のアイコンで DLS (Dynamic Line Scolling) 機能用の読取り速
度を設定します。この速度は、ライブ画像をディスプレイ
上でスクロールする際に移動する速度を意味しています：
- 低い読取り速度
- 中程度の読取り速度
- 高い読取り速度
これらのアイコンをスクロール ボタン (q, i) で選択する
と、背景に各アイコンに対応した読取り速度が例として表
示されます。
希望の値を選択すると、最初のメニュー レベルの表示に戻
ります。変更を行わずに設定メニューのファースト レベル
に戻るには、
アイコンを選択し、
ボタンを押してく
ださい。
アイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、設定
メニューのセカンド レベルを呼び出します：

読取りライン/行を設定する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、以下
のアイコンで読取りラインまたは読取り行の詳細を設定し
ます：
- 読
 取りラインの位置を上にずらす、または読取り行
を拡大する
- 233 BDA_visolux_DIGITAL_HD_2017_CMYK_de_multi.indd 233
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- 読
 取りラインの位置を下にずらす、または読取り行
を縮小する
- 読取りライン/行のオン/オフ
- “赤い読取りライン”または“読取り行”の切替え
アイコンで、設定メニューに戻ります。
写真機能をオン/オフにする
アイコン ( ) を有効化することで、写真ボタン () の写
真機能を無効にすることができます。そうすることで、画
像がフリーズしたり、または保存されることがなくなりま
す。
読み取り方向を設定する
- ローマ文字を読むこの設定は、225ページの「Dynamic
Line Scrolling (DLS) の段落」に記載されています。
- アジアの文字を読む右のスクロールボタン (q) をク
リックして、下方向へスクロールします。左のスクロ
ールボタン (i) をクリックして、上方向へスクロー
ルします。左のスクロールボタンをダブルクリックす
ると、コラムのはじめ (上) の表示へと戻ります。
- アラビアの文字を読む左のスクロールボタン (q) を
クリックして、左方向へスクロールします。右のスク
ロールボタン (i) をクリックして、右方向へスクロ
ールします。右のスクロールボタンをダブルクリック
すると、行のはじめ (右) の表示へと戻ります。
タイムアウトを切り替える
装置を使用しない場合、通常約5分後 ( ) に自動的に電
源がオフになります。これを希望しない場合は、この機能
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によって電源オフになるまでの時間を、約12時間後 ( )
に切り替えることができます。遅くても12時間後 (電力網
に接続されている場合) に、visolux DIGITAL HDは安全上の
理由から常に電源がオフとなります。バッテリ動作では、
約3:40後に電源オフになります。
アイコンで、設定メニューに戻ります。

フォールス カラー表示の構成を行う
このアイコンを反転表示させ、続いて後で
ボタン (j)
を押下した際に利用できるフォールス カラー コンビネー
ションを
ボタンで選択します。既定では、モノクロと
反転が有効になっています。有効になっていないコンビネ
ーションは、× 付きで表示されます。
希望のコンビネーションを両スクロール ボタン (q, i) で
反転表示させ、コンビネーションのステータスを
ボタ
ンで変更します。
アイコンで、設定メニューに戻ります。

日付と時刻を設定する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、日付
と時刻を設定します。
アイコンを反転表示させて、
ボタンで白く表示されるパラメータの数を大きくします。
アイコンを反転表示させて、
ボタンで白く表示され
るパラメータの数を小さくします。
アイコンを反転表示
させ、
ボタンを押して、設定する次のパラメータを選
択します。[24H] を反転表示させ、
ボタンを押して、24
時間表示から英語圏で共通の 12 時間表示へ、またその逆
に切り替えます。
あるいは、選択したパラメータの値を ボタン
(d) でも
大きくし、ボタン
(f) でも小さくすることができます。
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アイコンで、設定メニューに戻ります。

ファームウェアを更新する
このアイコンを反転表示させ、
ボタンを押して、ルー
ペのファームウェアの現行バージョンを表示させ、必要で
あればバージョンを更新します。お使いの visolux DIGITAL HD
を登録しておくと、利用可能なファームウェア アップデー
トについて通知されます。
ファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってくだ
さい：
1.		同梱の USB ケーブルを使って、visolux DIGITAL HD を
PC に接続します。SD カード (l) がカード スロット
に挿入されていることを確認してください。
2.		visolux DIGITAL HD の電源をオンにします。すると、SD
カードの内容が PC 上にドライブ [ESCHENBACH] とし
て表示されます。
3.		接続されている PC で、E メール内でファームウェア
アップデートの通知を受けたウェブ アドレスを開きま
す。.
4.		ファームウェア アップデートをダウンロードし、ドラ
イブのサブフォルダではなく、直接ドライブに「VDHOST.BRN」データを保存します。
5.		機能 [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取
り出す] を用いて、visolux DIGITAL HD を PC から取り
外します。この機能は、オペレーティング システムの
タスクバーにあります。
6.		設定メニューを開き、セカンド メニュー レベルの
アイコンを反転表示させ、
ボタンを押しま
す。
7.		両スクロール ボタン (q, i) で
アイコンを反転
表示させ、
ボタンを押します。更新をキャンセル
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し、前のページに戻るには、
アイコンを反転表示
させ、
ボタンを押してください。
ファームウェア アップデート中は、「ファームウェア
をアップデートしています...」というメッセージがデ
ィスプレイに表示されます。
アップデートが正常に完了すると、visolux DIGITAL HD の電源
が自動的にオフになります。ファームウェア アップデート
中は、ルーペの電源をオフにせず、また SD カードをルー
ぺから絶対に抜き取らないでください。抜き取ってしまう
と、visolux DIGITAL HD が修復不可能な損傷を受けるおそれが
あります。このような損害については保証いたしかねます
ので、ご了承ください！
HDMI の接続
同梱の HDMI ケーブルを使って、ルーペを HDMI 出力 (u)
経由でテレビなど他の機器の HDMI 入力に接続することが
できます。そのため、接続されているルーペのカメラ画像
や画像ファイルも映し出すことができます。
USB ポート
同梱の USB ケーブルを使って、ルーペを USB ポート (r)
経由でコンピュータの USB ポートに接続することができ
ます。接続を行うと、ルーペに挿入されている SD カード
は、コンピュータにドライブ [ESCHENBACH] としてファイ
ル操作用に提供されます。
リセット
本説明書に記載のようにルーペが機能しなくなった場合、
ルーペをリセットしてご自身で修復できる不具合が存在す
る可能性があります。この場合は、細く鋭利な物体を本体
穴 (2!) に慎重に差し込み、穴の後ろにあるスイッチを押し
てください。
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テクニカルデータ
ディスプレイのサイズ：	
17,9 cm (7インチ) | 16:9 |
1024 × 600 px
カメラ：	固定焦点、2 メガピクセル
拡大倍率範囲：
2× ～ 22×、無段階調節式
表示モード：	トゥルー カラー、コントラ
スト強調から最大 14 種類の
フォールス カラー コンビネ
ーションを選択可
作動時間：
約 3:40 時間
充電時間：
約 3 時間
サポート対象のカード形式： SD、SDHC (最大 32 GB)
充電器の電源：
一次：	
00 V — 240 V~ | 50 — 60 Hz |
0,6 A
二次：	
DC 9 V | 2000 mA
USB ポート：	タイプ C
温度範囲：	
+10 °C～+40 °C
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	
201 × 138 × 29 mm
重量：
460 g
本説明書は、以下のホームページでもご覧いただけます
http://www.eschenbach-optik.com/
USB® は、USB Implementers Forum, Inc. の登録商標です。
HDMI および HDMI のロゴは、アメリカ合衆国およびその他
の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

- 238 BDA_visolux_DIGITAL_HD_2017_CMYK_de_multi.indd 238

26.04.2017 16:15:57

お手入れに関する注意事項
XXvisolux DIGITAL HD の汚れを落とす際には柔軟剤を含有する
石鹸水、アルコール溶媒や有機溶剤、研磨洗浄剤は絶対
に使用しないでください！
XXvisolux DIGITAL HD を超音波洗浄器や流水で洗浄しないでく
ださい！
XXvisolux DIGITAL HD の汚れは、必ず乾いた柔らかい布で拭き
取ってください。汚れがひどい場合（指紋など）には軽
く湿らせた布を使用してください。

廃棄について
XX耐用年数の経過後に、ルーペを決して一般ゴミに廃
棄しないでください。本製品は、欧州指令 2012/19/
EU の対象となっています。
XX本製品またはその部品は、認定廃棄業者または地方
自治体のゴミ処分場に廃棄してください。現在適用
されている規定をご確認ください。よく分からない
場合は、お近くのゴミ処分場までお問い合わせくだ
さい。すべての梱包材は、環境に適した廃棄処理を
行ってください。

保証について
当社は法規定に従って、製造欠陥あるいは材料欠陥によっ
て生じた欠陥に関して、本説明書に記載された製品の機能
を保証するものとします。不適切な取扱いによる損害につ
いては、落下や衝突による損傷であっても、保証請求には
応じかねます。領収書をご提示いただいた場合のみ、保証
をさせていただきます！
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