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ROAD EXPLORER Updaterを使用する前に必ずお読みください。
•	ROAD	EXPLORER	Updaterの操作手順は、Microsoft®	Windows®	XPの画面を例に説明しています。
•	画面例は実際と異なる場合があります。

ROAD EXPLORER Updater　取扱説明書
205-0001-06    Version:1.4.0.0

ROAD EXPLORER Updater について
「ROAD	EXPLORER	Updater」は、ご使用のナビゲーション本体のソフトウェアおよび地図データを更新するた
めのアプリケーションです。ナビゲーション本体内の地図SDカードを、お手持ちのパソコンに接続してソフトウェ
アや地図データを更新します。

•	ROAD	EXPLORER	Updaterの使用には、インターネット接続が必要です。
•	インターネット使用料金は、お客様のご負担となります。
•	ROAD	EXPLORER	Updaterの使用には、システム管理者(Administrator)権限が必要です。
•	SDカードを読み書きできるパソコン環境が必要です。お使いのパソコンがSDカードに対応していない場合は、市販
のUSBカードリーダーなどをご使用ください。
•	お使いのパソコンは、必ず電源コードをコンセントに接続してお使いください。バッテリー駆動状態の場合、デー
タ更新を完了できないことがあります。
•	ファイルのダウンロード時間や更新処理時間は、お客様のインターネット回線やパソコンによって異なります。

ナビゲーションのソフトウェア更新の流れ
1.	地図SDカードをナビゲーション本体から取り外す
2.	地図SDカードの更新データを確認する
3.	更新データをダウンロードする
4.	更新データを地図SDカードに保存する
5.	地図SDカードをナビゲーション本体にセットする
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地図SDカードを取り外す
最初に、ナビゲーション本体から地図SDカードを取り外します。

•	本操作は地図SDカードを初めてROAD	EXPLORER	Updaterに登録するときや、パソコンにダウンロードしたデー
タを地図SDカードに保存するときに実行してください。

1 ナビゲーション本体のオープンボタンを押す
操作パネルの開閉を行う画面が表示されます。

2 [ パネル開／閉 ] をタッチ
操作パネルが開きます。

3 エンジンキーを OFF にする

4 地図 SD カード挿入口のフタ（「MAP DATA」のフタ）を開ける

5 地図 SD カードを取り出し、パソコンに接続

更新データを確認する
ここからはパソコンでの操作となります。

1 パソコンのデスクトップ上の「ROAD EXPLORER Updater V1.4」アイコン 
	
をダブル

クリック
ROAD	EXPLORER	Updaterが起動します。

•	スタートメニューからも起動できます。

接続されている地図SDカードに対して、ダウンロード可能な項目が表示されます。

クリックすると詳細内容（名称、サイズ、更
新内容など）が表示されます。
「詳細はこちら」が表示されている場合は、
さらにクリックすると地図更新情報の詳細を
確認できます。

現在選択している地図SDカード内の情報、および地図更新可能期間が表示されます。

•	パソコンに複数の地図SDカードが接続されているときは、最初に認識された地図SDカードの情報が表示されま
す。
•	ダウンロード可能な項目が表示されない場合、地図SDカードは最新の状態です。
•	初めてROAD	EXPLORER	Updaterを起動したときに地図SDカードが未接続の場合、地図SDカードを接続す
るようメッセージが表示されます。地図SDカードを接続して、[更新]をクリックしてください。
•	次回ROAD	EXPLORER	Updater起動時からは、前回終了時に表示していた地図SDカード情報が表示されます。
この場合、地図SDカードが未接続でも、その地図SDカードに対する更新データの確認とダウンロードまでは実
行できます。
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状態欄には次の4つの状態が表示されます。

表示なし：
まだデータをダウンロードしていない状態です。
ダウンロード一時停止中：
ダウンロード中に一時停止した状態です。再度ダウンロードすると、続きからダウンロードが再開されます。
ダウンロード済：
いったんパソコン上にデータをダウンロードした状態です。ここからさらに地図SDカードに保存します。	
⇒「更新データを地図SDカードに保存する」(P.7)
SDカード保存済：
地図SDカードにデータ保存済みの状態です。
yy/mm/dd	hh：mm	予約済：
ダウンロード予約中のとき、ダウンロードを開始する年月日、時間が表示されます。（yy/mm/dd	hh：
mm＝年月日時分）
⇒「ダウンロードを予約する」(P.4)

•	プログラム更新データを地図SDカードに保存後、ナビゲーション本体で更新処理し、そのあとでパソコンに接
続してROAD	EXPLORER	Updaterを起動すると、ダウンロード項目には表示されなくなります。同時に地図
SDカードに保存済みのデータもパソコン上から削除されます。
また、「ダウンロード一時停止中」と「ダウンロード済」の項目は、さらに新しいバージョンが提供されるとダ
ウンロード項目に表示されなくなり、その新しいバージョンの項目が表示されます。同時に「ダウンロード一
時停止中」、「ダウンロード済」のパソコン上のデータも削除されます。
地図更新データの場合は、地図SDカードにデータを保存後、［リスト更新］をクリックするか、またはROAD	
EXPLORER	Updaterを再起動すると、ダウンロード項目に表示されなくなり、同時にデータもパソコン上から
削除されます。
•	「New」アイコンは、まだダウンロードしていない項目（表示なし）にのみ表示されます。

更新データをダウンロードする
更新データをパソコンにダウンロードします。

1 ダウンロード項目の画面で、状態が「表示なし」、または「ダウンロード一時停止中」のチェッ
クボックスをチェック
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2 [PC にファイルをダウンロードする] チェックボックスをチェック

•	[PCにファイルをダウンロードする]、および[SDカードにファイルを保存する]の２つのチェックボックスを
チェックした場合は、パソコンへのダウンロードと地図SDカードへのデータ保存を続けて実行できます。

3 [ スタート] をクリック
パソコンへのダウンロードが開始されます。

ダウンロードをいったん中止します。
あとでダウンロードを再開できます。

サーバの空き状況によっては、ダウンロード予約の確認画面が表示されることがあります。ダウンロード予
約をする場合は、[はい]をクリックしてください。ダウンロード予約カレンダーが表示されます。
⇒「ダウンロードを予約する」(P.4)

4 処理が終了したら、[OK] をクリック
これでダウンロードは完了です。ダウンロード可能な項目リストに戻ります。
処理を続ける場合は、「更新データを地図SDカードに保存する」(P.7)に進んでください。

ダウンロードを予約する
サーバが混雑している場合、日時を指定してダウンロードを予約することができます。

「更新データをダウンロードする」(P.3)の手順3で[スタート]をクリックしたとき、ダウンロード予約の確認画面が
表示されたらダウンロードを予約できます。

•	プログラム更新データのみをダウンロードする場合、予約は必要ありません。

1 ダウンロード予約の確認画面で、[ はい] をクリック
ダウンロード予約カレンダーが表示されます。

1つ前の画面に戻ります。

月を切り替えます。

最新の予約状況に更新します。
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ダウンロード予約カレンダーには、ダウンロード予約状況が表示されます。
○：予約が空いています。
△：予約が混雑しています。
×：予約できません。
一度予約した日は青色で表示されます。（予約変更時に表示されます。）

•	すでに経過した日にちは、ダウンロード予約ができません。
•	予約変更時には[予約取消し]が表示され、クリックすると予約をキャンセルできます。

2 予約したい日をクリック
時間単位の予約画面が表示されます。

日にちを切り替えます。

最新の予約状況に更新します。
24時間が30分単位で区切られ、予約可能な時間帯を確認できます。

•	すでに経過した時間帯は、ダウンロード予約ができません。
•	一度予約した時間帯は青色で表示されます。（予約変更時に表示されます。）

3 ダウンロードしたい時間帯をクリック
ダウンロード予約確認画面が表示されます。

4 [ はい] をクリック
ダウンロードが予約され、ダウンロード項目の画面に戻ります。

予約日時の変更やキャンセルができます。

ダウンロード予約済みの項目は、以下のように表示が変わります。

予約済みを表します。 ダウンロードを開始する日時が表示されます。
これでダウンロードの予約は完了です。
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ダウンロード予約時間を確認する
ダウンロードを開始する前に、ダウンロード可能な時間帯を確認します。

1 ダウンロード項目の画面で、[ 予約変更 ] をクリック

2 予約した日をクリック
時間単位の予約画面が表示されます。

青色で表示されている部分が、ダウンロード可能な時間帯（予約時間）となります。
ROAD	EXPLORER	Updaterを起動するタイミングと、ダウンロードとの関係は次のようになっています。

予約時間を過ぎてからROAD	EXPLORER	Updater
を起動した場合は、予約がキャンセルされておりダ
ウンロードできません。この場合は予約しなおして
ください。

予約時間中にROAD	EXPLORER	Updaterを
起動した場合は、ダウンロード確認画面が
表示されます。[OK]をクリックするとダウ
ンロードがはじまります。

予約時間より前にROAD	EXPLORER	Updaterを起動しておくと、
予約時間になったら自動的にダウンロードがはじまります。

•	ダウンロード中は一時停止ができます。予約時間内であれば、そのままダウンロードを再開できますが、予約
時間を過ぎた場合、サーバの空き状況によっては再度予約が必要な場合があります。別の日時を予約した場合も、
続きからダウンロードが再開されます。
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更新データを地図SDカードに保存する
パソコンにダウンロードした更新データを、地図SDカードに保存します。

1 ダウンロード項目の画面で、状態が「ダウンロード済」の項目のチェックボックスをチェック

2 [SD カードにファイルを保存する] チェックボックスをチェック

3 [ スタート] をクリック
地図SDカードへのファイルの保存が開始されます。

4 処理が終了したら、[OK] をクリック

•	[PCにファイルをダウンロードする]、および[SDカードにファイルを保存する]の２つのチェックボックスを
チェックした場合は、パソコンへのダウンロードと地図SDカードへのデータ保存を続けて実行できます。
•	地図更新データのダウンロードおよびデータ保存の場合、地図更新処理も行われるので、プログラム更新デー
タより時間がかかります。

最後に地図SDカードを取り外します。

5 [ 取外し] をクリック

6 [OK] を 2 回クリック

7 地図 SD カードをパソコンから取り外す

•	[取外し]をクリックしたとき、地図SDカードを停止できないことがあります。その際はエクスプローラーで取
り外してください。パソコン内蔵SDスロットの場合、パソコンによってはエクスプローラーに「取り出し」メ
ニューが表示されないことがあります。その際はパソコン画面下部のタスクトレイから「ハードウェアの安全
な取り外し」を行ってください。
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8 [ 終了 ] をクリック
以上でパソコンでの操作は終了です。更新した地図SDカードをナビゲーション本体に戻します。

9 地図 SD カードをナビゲーション本体の地図 SD カード挿入口に挿入して、「MAP DATA」
のフタを閉じる

10 エンジンキーを ON にする

11 [ パネル開／閉 ] をタッチ
操作パネルが閉じます。
プログラム更新の場合は、ナビゲーション本体が起動して、しばらくすると更新がはじまります。
地図更新の場合、ナビゲーション本体が起動したら処理は終了です。手順12を操作する必要はありません。

12 更新終了後、エンジンキーを OFF にして、再度 ON にする

地図SDカード情報を編集する

1 ダウンロード項目の画面で、[ 登録 SD カード一覧 ] をクリック
地図SDカードの一覧画面が表示されます。

切替：
切り替えたい地図SDカードを選択して、[切替]をクリックします。未接続の地図SDカードに切り替えた場
合は、その地図SDカードに対する更新データの確認とダウンロードまでは実行できます。
取外し：
取り外したい地図SDカードを選択して、[取外し]をクリックします。パソコンに接続されている地図SDカー
ドは、登録SDカード一覧画面右側にドライブ名が表示されています。
更新：
接続されている地図SDカード情報を更新します。ダウンロード項目の画面の[更新]と同じです。
ニックネーム変更：
地図SDカード名を変更できます。	
削除：
地図SDカードの登録情報がROAD	EXPLORER	Updaterから削除されます。また、その地図SDカードに対
して更新可能なデータをパソコンにダウンロードしている場合、ダウンロードしたデータも削除されます。
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ダウンロード先および一時ファイル保存先を設定する
ディスクの容量不足の場合など、ダウンロード先や一時ファイル保存先のフォルダを変更できます。

•	一時ファイル保存先とは、更新データをSDカードに保存するときに使用する一時解凍用フォルダのことです。

1 ダウンロード項目の画面で [ 設定 ] をクリック

2 ダウンロード先、および一時ファイル保存先を設定して [OK] をクリック

確認のメッセージが表示されます。

3 [OK] をクリック

•	[規定の場所に戻す]をクリックすると、初期設定時のフォルダが指定されます。
•	地図SDカードのドライブをダウンロード先、または一時ファイル保存先に設定することはできません。
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おすすめのサイトやお役立ち情報を見る
ROAD	EXPLORER	Updaterから、おすすめのWEBサイトやお役立ち情報が掲載されているサイトを見ることが
できます。

1 ダウンロード項目の画面で [WEB リンク ] タブをクリック

WEBリンク情報が表示されます。

2 見たいサイトの「サイトへ」をクリック

お使いのブラウザが起動し、選択したサイトが表示されます。

商標について
•	本製品には、Apache	Software	Foundation	 が無償で配布しているソフトウェア（log4net	for	 .NET	
Framework	2.0	Version1.2.11.0および	log4cxx	Version0.10.0）を含んでいます。著作権、所有権の詳細
についてはインストールフォルダにあるlog4net_LICENSE.txtを参照してください。
•	本製品には、Microsoft	が無償で配布しているソフトウェア（DotNetZip	library	1.9）を含んでいます。著作権、
所有権の詳細についてはインストールフォルダにあるDotNetZip_License.txtおよびDotNetZip_License.zlib.
txtを参照してください。
•	SD	and	miniSD	Logos	are	trademarks	of	SD-3C,LLC.
•	その他、記載されている会社名、製品名、サービス名称は各社の商標または登録商標です。


	ROAD EXPLORER Updater取扱説明書 Version:1.4.0.0
	目次
	ROAD EXPLORER Updater について
	ナビゲーションのソフトウェア更新の流れ
	地図SDカードを取り外す
	更新データを確認する
	更新データをダウンロードする
	ダウンロードを予約する
	ダウンロード予約時間を確認する
	更新データを地図SDカードに保存する
	地図SDカード情報を編集する
	ダウンロード先および一時ファイル保存先を設定する
	おすすめのサイトやお役立ち情報を見る
	商標について


