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第1章：重要なお知らせ
警告 航海の支援
本製品は航海の補助としてのみ使用するものであり、健全な航海判断のために
使用することはできません。本製品、またはその他の Raymarine 製品を操作
する際は、政府の公式海図、船員への通知、注意、および適切な航行技術を使
用する責任を負います。

警告 常時監視
常に見張りをすることで、状況が進展したときに対応することができます。常
時監視を怠ると、自分自身や自分の船、そして他の人に危害が及ぶ危険性があ
ります。

ご注意 サンカバー
- 紫外線（UV）の害を防ぐために、製品にサンカバーが付属している場合
は、製品を使用しないときは必ずサンカバーを装着してください。
- 水中や曳航中の高速走行時には、紛失の恐れがあるため、サンカバーは必ず
取り外してください。

TFTディスプレイ
色つきの背景や色つきの光の中で見ると、ディスプレイの色が変化して見えることがあります。こ
れは、すべてのカラーTFT（Thin Film Transistor）ディスプレイで見られる、完全に正常な効
果です。
水濡れ
水濡れに関する免責事項
この製品の防水定格容量は、記載されている水の浸入保護規格を満たしていますが（製品の技術仕
様を参照）、製品が高圧洗浄を受けると水の侵入とその後の機器の故障が発生する可能性がありま
す。高圧洗浄を行った製品については、保証いたしません。
免責事項
Raymarine は、本製品がエラーフリーであること、または Raymarine 以外の人もしくは組織が
製造した製品との互換性を保証しません。Raymarine は、本製品の使用または使用できないこ
と、本製品と他製品との相互作用、または第三者が提供する本製品の使用情報の誤りによって生じ
る損害または負傷について責任を負わないものとします。
適合性の宣言
FLIR Belgium BVBAは、以下の製品がEMC指令2014/30/EUに適合していることを宣言しま
す。
• p70s, part number E70328
• p70Rs, part number E70329

適合宣言書の原本は、該当する製品のページ（www.raymarine.com）で閲覧できます。

Important information

9

製品の廃棄について
この製品は、WEEE指令に従って廃棄してください。廃電気電子機器（WEEE）指令は、WEEE
が正しく扱われないと、人の健康や環境に危険を及ぼす可能性のある材料、コンポーネント、物
質を含む廃電気電子機器のリサイクルを要求しています。

このマークが付いた機器は、未分別の家庭ごみとして廃棄してはならないも
のであることを示しています。
多くの地域の自治体では、住民がリサイクルセンターまたはその他の収集場
所で廃電気電子機器を処分することができる収集スキームを確立していま
す。
お住まいの地域の廃電気・電子機器の適切な回収場所についての詳細は、レ
イマリンのウェブサイトwww.raymarine.eu/recycling。

保証登録
Raymarine製品の所有権を登録するには、www.raymarine.com、オンラインで登録してくださ
い。完全な保証の特典を受けるためには、製品の登録が重要です。製品パッケージには、本体のシ
リアル番号を示すバーコードラベルが貼られています。このシリアルナンバーは、製品をオンライ
ンで登録する際に必要です。このラベルは、後で参照できるように保管してください。
IMO および SOLAS
本書に記載されている機器は、国際海事機関（IMO）および海上人命安全条約（SOLAS）の適用
を受けないレジャーマリン ボートおよびワークボートで使用することを目的としています。
(SOLAS) 運送規則の対象外です。
技術的な正確さ
当社の知る限り、この文書に記載された情報は、作成された時点で正しいものです。しか
し、Raymarine は本書に含まれる不正確な情報や脱落に対して責任を負うものではありません。
また、当社の継続的な製品改良の方針により、予告なく仕様が変更されることがあります。そのた
め、Raymarine は製品と本書の相違点について責任を負いかねます。お使いの製品に対応した最
新のドキュメントを入手するために、Raymarine のウェブサイト (www.raymarine.com) をご
確認ください。
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第2章：ドキュメントと製品情報
章 内容
- 2.1 ドキュメント情報 (12 ページ)
- 2.2 対応するオートパイロットシステム (13ページ)

Document and product information
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2.1 ドキュメント情報
この文書には、Raymarine 製品の設置に関連する重要な情報が記載されています。この文書に
は、あなたを助けるための情報が含まれています。
- インストールを計画し、必要な機器がすべて揃っていることを確認します。
- 船舶用電子機器に接続された広いシステムの一部として製品を設置し、接続する。
- 問題のトラブルシューティングと、必要に応じて技術サポートを受けることができます。
本書および他の Raymarine 製品に関する文書は、www.raymarine.com/manuals から
PDF 形式でダウンロードできます。
製品資料
本書およびその他の Raymarine 製品に関する文書は、www.raymarine.com から PDF
形式でダウンロードできます。
p70s / p70Rsのドキュメント。
- 81402 - p70 / p70R / p70s / p70Rs 立上げおよび操作手順書 (本書)
- 87424 - p70s / p70Rs パイロット・コントローラ 取付手順書
- 87426 - p70 / p70R パイロット・コントローラ 取付説明書（本書）
ユーザーマニュアル プリントショップ
印刷されたマニュアルは、船上に保管し、レイマリン製品に関するサポートが必要なときに参照す
るのに便利です。http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175、印刷されたマニュアルを直
接お届けします。印刷ショップに関する詳細情報は、印刷ショップのFAQページをご覧ください。
http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751
Note:
- 印刷されたマニュアルの支払い方法は、クレジットカードとPayPalが利用可能です。
- 印刷されたマニュアルは世界中に発送することができます。
- 今後数ヶ月の間に、新製品と旧製品の両方のマニュアルがプリントショップに追加される
予定です。
- レイマリンのユーザーマニュアルは、レイマリンのウェブサイトからPDF形式で無料でダ
ウンロードすることができます。これらのPDFファイルは、PC/ラップトップ、タブレッ
ト、スマートフォン、または最新世代のRaymarineマルチファンクションディスプレイで
閲覧することができます。
図解
ご使用の製品およびそのユーザーインターフェースは、製品の種類や製造年月日により、本書の図
版と若干異なる場合があります。
本書の表記について
本書では、次のような表記を使用しています。
- ハイライト - 'ハイライト'という用語は、'UP'または'DOWN'ボタンを使用して、項目をハイライ
トすることを意味します。
- 選択 - '選択'という用語は、UP または DOWN ボタンを使用して項目を強調表示し、OK ボタン
を押して項目を選択することを指します。
- スクロール - 'スクロール'という用語は、UP または DOWN ボタンを使用して、現在画面上に
表示されていない項目までメニューを上下に移動することを指します。
- Adjust - 'adjust'という用語は、UPまたはDOWNボタンを使用して数値またはスライダーバー
コントロールを変更することを指します。
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- 有効化 - 「有効化」という用語は、↑または↓ボタンを使用してトグルスイッチをハイライト
し、OKを押してスイッチを有効にすることを指します（有効にすると、スイッチの背景が緑色に
変わり、トグルは右側に配置されます）。

• 無効化 - 「無効化」とは、↑または↓ボタンを使ってトグルスイッチをハイライトし、OKを押
してスイッチを無効化することです（無効化すると、スイッチの背景がグレーになり、トグルは
左に配置されます）。

適用製品
本書は、以下に示す製品に適用されます。

1.
2.
3.
4.

p70s (E70328) - 8ボタンパイロットコントローラ（セール）
P70RS（E70329）-回転式パイロットコントローラー（パワー）
P70（E22166）-8ボタンパイロットコントローラ（セール）
p70R (E22167) - ロータリーパイロットコントローラ（パワー）

適用されるソフトウェアのバージョン製品ソフトウェアは定期的に更新され、新機能の追
加や既存機能の改善が行われています。本書は、LightHouse™バージョン3.09のパイ
ロット・コントローラー・ソフトウェアに適用されます。
最新のソフトウェアとユーザーマニュアルについては、ウェブサイトをご確認ください。
• www.raymarine.com/software
• www.raymarine.com/manuals

2.2 互換性のあるオートパイロットシステム
本製品は、以下のオートパイロットシステムと互換性があります。

1.

Evolution™オートパイロット（SeaTalkng ®で接続）

2.

SPXスマートパイロット（SeaTalkng ®で接続）

3.

S1、S2、S3スマートパイロット（SeaTalk®からSeaTalkng®コン
バーターE22158を介しての接続）

Document and product information
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第3章：はじめに
各章の内容
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Getting started

試運転（16 ページ
制御装置 (16 ページ)
電源のオン／オフ (17 ページ)
セットアップ・ウィザードの完了 (17 ページ)
オートパイロットの機能とモード (18 ページ)
オートパイロットのレスポンスレベル (18 ページ)
表示設定（19ページ
複数データソース（MDS） (ページ 23)
ソフトウェアのアップデート (24 ページ)
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3.1 試運転
パイロットコントローラを使用してオートパイロットシステムを指令する前に、本書の説明書また
はオートパイロットシステムに付属の説明書に従って正しく試運転されていることを確認してくだ
さい。
• パイロットコントローラとEvolution™オートパイロットシステムの試運転については、以下を参照
してください。p.25 - 試運転 - Evolutionオートパイロットシステム
• - パイロットコントローラとSPXオートパイロットシステムの試運転については、以下を参照して
ください。p.33 - 試運転 - SPXおよびSmartPilotシステム

3.2 操作部
ディスプレイの操作には、ボタンを使用します。各ボタンには複数の機能があります。
Note:
p70sとp70Rは下の写真の通りです。p70とp70Rは、p70sとp70Rsと同じ操作ボタン
を搭載しています。

1.左ソフトボタン
- キャンセル
- 戻る
- パイロットモード選択
2.上へ／-1度
- ヘディングを1度下げる
- メニューで上に移動
- 数値を上げる
3.ダウン / +1
- ヘディングを1度上げる
- メニューで下に移動
- 数値を小さくする
4.メニュー / 右ソフトボタン
- メニューを開く
- メニュー項目を選択
- OK
- 保存
5.スタンバイ／電源
- オートパイロットの停止（スタンバイ）
- パワーオン
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-

電源オフ
ブライトネスページを開く
キャンセル
戻る

6. -10° - ヘディングを10°下げます。
7. 7. +10° - ヘディングを10°上げる
8. Auto - オートパイロットを起動します。
9. ロータリーコントローラー
- 時計回りに回すと、ヘディングが増加し、メニュー項目が下へ移動し、数値が増加します。
- 反時計回りに回すと、ヘディングが減少し、メニュー項目が上へ移動し、または数値が減少し
ます。
- ロータリ・コントローラの端を押して、メニューオプションを選択するか、メニュー設定の変
更を保存します。
また、p70sは以下の組み合わせのボタン押しに対応しています。
- 1°および-10
- 左舷に 90°オートターンを行います。
- 風向計モードでは、左舷に AutoTack を実行します。
- 1°および+10
- 右舷に 90°オートターンを行います。
- 風向計モードでは、右舷にAutoTackを行います。
Note: スタンバイボタンを含む任意の組み合わせのボタンを押すと、オートパイロットが解除
されます。

3.3 電源のオン／オフ
p70s / p70Rs は、接続されているネットワークに電源が供給されると、スタンバイボタンで電
源を切っていない限り、自動的に電源がオンになります。
1 スタンバイボタンでディスプレイの電源を切っていた場合、スタンバイボタンを約2秒間長押し
すると、ディスプレイの電源がオンになります。
2. ディスプレイの電源を切るには、スタンバイボタンを約5秒間押し続けます。1秒後に3秒のカ
ウントダウンが表示されます。
Note: オートパイロットが作動しているときは、ディスプレイの電源をオフにすることはでき
ません。

3.4 セットアップウィザードを完了
ディスプレイの電源を初めて入れる場合、または工場出荷時のリセット後に、セットアップウィ
ザードが起動します。セットアップウィザードは、以下の基本的な構成設定をガイドします。
1.言語選択
2.ボートの種類を選択
3.ウェルカムメッセージ
Note:
これらの設定がすでにシステム内の別のディスプレイで設定されている場合は、セットアップ
ウィザードはスキップされることがあります。
Getting started
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1.
2.
3.

使用するユーザーインターフェース言語を選択します。
あなたの船の船型に近いボートタイプを選択します。
Continueを選択します。

大きなパイロットビューのページが表示されます。

3.5 オートパイロットの機能とモード
オートパイロットには、以下の機能とモードがあります。パイロットのモードは、左ソフトボタ
ン（ショートカットキー）に割り当てることができます。
機能
- Auto - 自動的に方位に舵を取ります。Autoボタンを押すと、Autoが起動します。
- Standby - スタンバイ状態では、オートパイロットは解除され、マニュアル操船が可能になりま
す。
- Power Steer - Power Steerは、P70RsまたはP70RRotaryコントローラを使用して船を操
縦することができます。
注：パワーステアはp70s、p70には搭載されていません。
• - ジョグステア-ジョグステアは、P70sまたはP70の+ボタンと-ボタンでティラードライブ
ラムをインとアウトに動かすことができます。
Note:
- ジョグステアはp70Rs、p70Rでは使用できません。
- ジョグステアは、試運転時に帆船船型とティラードライブタイプが選択されている場合の
み利用可能です。
パイロットモード
• - Wind vane - 指定した見かけの風角度または真の風角度を維持しながら、自動的に船を操縦す
る。Wind vaneモードはModeメニューから起動します。
Note: 風向計モードは、試運転時に帆船の船型を選択した場合のみ使用可能です。
- Track -ウェイポイントへ自動操舵する。TrackモードはModeメニューから起動します。
- Pattern - 指定されたパターンで自動的に操舵する。パターンモードはModeメニューから起
動します。
Note: パターンモードは、試運転時に動力船の船型を選択した場合のみ利用可能です。

3.6 オートパイロットのレスポンス・レベル
Evolution™オートパイロットシステムには、オートパイロットのレスポンスレベルがあり、現在
の状況に応じて最適なパフォーマンスを発揮できるようにシステムを迅速に設定することが可能で
す。
• - レジャー - 厳密なヘディングコントロールが重要でないロングパッセージに適しています。
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- クルージング - システムを酷使することなく、良いコースキープをすること。
- パフォーマンス - タイトなヘディングコントロールに重点を置いています。
応答レベルメニューからオプションを選択すると、応答レベルを変更することができます。メ
ニュー＞レスポンスレベル を選択し、＜保存＞を選択します。
Note:
風向計モードでは、選択されたオートパイロットの応答レベルにより、風向計の設定が自動
的に行われます。

3.7 ディスプレイの設定
ディスプレイの明るさを調整
ディスプレイの明るさを調整することができます。
1.電源ボタンを押します。ディスプレイの明るさページが表示されます。
2.上下ボタンまたはロータリーコントローラーで、必要な明るさに調整する。
3.Okを選択します。ディスプレイの明るさのページは2秒後にタイムアウトし、新しい明る
さレベルが保存されます。

シェアードブライトネス
シェアードブライトネスは、同じグループに属するすべての製品の明るさを同時に調整する
ことができます。
シェアードブライトネスに対応している製品は次のとおりです。
- ソフトウェア・バージョン 3.4 以降を使用する LightHouse™ 3 MFD
- LightHouse™ または LightHouse™ 2 搭載 MFD
- SeaTalkng ®計器表示とパイロットコントローラー
- SeaTalkng ® VHF DSC ラジオ - RMK-9 および RMK-10 リモートボタンパッド
共有輝度レベルを調整すると、同じグループに割り当てられたすべての製品に適用されます。

Getting started
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LightHouse™ / LightHouse™ 2 MFD

Instrument display / Pilot controller

VHF DSC Radio

LightHouse™ 3 V3.4 or greater

複数の輝度グループを設定することができます。例えば、ヘルムとフライブリッジのように、製
品の位置を反映させるために使用することができます。
輝度の共有が必要
- 輝度共有機能に対応した製品であること（上記対応製品一覧を参照）
- 輝度グループ内のすべての製品の輝度共有設定がオンになっていること
- 各グループに属するすべての製品を同期させる
ネットワークグループの設定
輝度や色の共有を有効にするには、ディスプレイを同じネットワークグループに割り当てる必要
があります。互換性のある計器用ディスプレイとパイロットコントローラーは、その色調も共有
します。
ネットワークグループメニューから：（メニュー > セットアップ > システムセットアップ >
ネットワークグループ）
1.ディスプレイを割り当てるネットワークグループを選択します。
利用可能なグループは以下の通りです。
- なし（デフォルト）
- ヘルム1
- ヘルム2
- コックピット
- フライブリッジ
- マスト
- グループ1 - グループ5
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2. 明るさ／カラーグループを選択します。
3. このグループを選択します。
4. 同期を選択します。
システムは、同じグループに割り当てられたすべてのディスプレイを同期させます。
5.

OKを選択します。

6.

ステップ1から5をすべてのディスプレイで実行します。

輝度レベルを調整すると、同じグループに割り当てられているすべてのディスプレイに
影響を及ぼします。

ディスプレイの共有化を解除
ディスプレイを輝度共有から外すことで、ディスプレイごとに輝度を揃えることができます。

1. 共有輝度調整ページを表示した状態で、「共有解除」を選択すると、ディスプレイの輝度
を個別に戻すことができます。
2. ディスプレイの明るさ調整ページを表示した状態で、［共有］を選択すると、共有の明る
さに戻ります。

カラースキーム
ディスプレイの配色を変更することができます。
利用可能な配色は、［色］メニューからアクセスできます（［メニュー］→［ディスプレイ設
定］→［色］）

Getting started
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1.
2.
3.
4.

1日目(明るい背景)
2日目(青背景)
逆
赤/黒

Note: ディスプレイが輝度共有ネットワークグループに属している場合、配色をサポート
し、同じネットワークグループに割り当てられているすべてのディスプレイで、配色が変更
されます。

表示レスポンスを設定
受信したデータに変化が生じたときに、画面に表示される数値をどの程度の速さで変化させるかを
設定します。表示応答性を低く設定すると、データの変動が抑えられ、より安定した読み取りが可
能になります。表示応答性を高く設定すると、減衰が少なくなり、読み取りがより敏感になりま
す。表示設定メニュー：（Menu > 表示設定）
1. 表示レスポンスを選択します。
2. データの種類を選択します。
- 速度
- 深度
- 風速
- 風向
- ヘディング
3. 必要に応じて値を調整します。 デフォルトでは、応答値は12に設定されています。
4. 保存を選択します。
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3.8 複数データソース(MDS)
MDSは、同じネットワーク上で同一のデータタイプの複数のソースを管理するための
Raymarineのスキームです（例：MFDネットワークでは、GPS/GNSS位置データの複数の
ソースがある場合があります）MFDは、そのデータタイプに使用する優先データソース（デバイ
ス）を自動的に選択します。
MDSは以下のデータタイプに使用することができます。
-

深度
水中速度
ヘディング
GPS
GPSデータム
風速
時刻・日付

自動的に選択されたデータソースを使用したくない場合は、お好みのデータソースを手動で
選択することができます。
注：システム上でデータシートを利用するためには、システム上でデータを報告する全ての製
品がデータシートに対応している必要があります。データシートに対応していない製品は、シ
ステム上に報告されます。これらの非対応製品については、ソフトウェアをアップグレードす
ることで対応できる可能性があります。MDSに準拠したソフトウェアがなく、システムの優先
データソースを使用しない場合は、非準拠の製品をシステムから削除する必要があります。優
先データソースの設定が完了すると、非対応製品をシステムに戻すことができるようになりま
す。

好みのデータソースを選択
ディスプレイに表示できるデータ項目のうち、好みのデータソースを選択することがで
きます。システム設定メニューから：（メニュー > 設定 > システム設定）
1.データソースを選択します。
2.データ・タイプを選択します。これで本機は、選択されたデータ・タイプの全ソース
を検索し、リストを表示します。

3.ご希望のデータソースを選択する、または
4.自動(Auto)を選択して、システムが決定するようにします。
そのデータタイプの現在のソースであるデータソースの横に「ACTIVE」と表示されます。

Getting started
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3.9 ソフトウェアのアップデート
本製品で動作するソフトウェアを更新することができます。
- Raymarine は定期的にソフトウェア・アップデートをリリースし、製品の性能を向上させ、新
しい機能を追加しています。
- 多くの製品のソフトウェアは、接続された互換性のあるマルチファンクションディスプレイ
（MFD）を使用して更新することができます。
- 最新のソフトウェアアップデートと特定の製品のソフトウェアアップデート手順について
は、www.raymarine.com/software/ を参照してください。
Important:
- 製品のソフトウェアに関連する潜在的な問題を防ぐために、常に関連する更新の指示に注意深
く、提供された順序に従ってください。
- 製品ソフトウェアの正しい更新手順が不明な場合は、販売店またはRaymarineテクニカルサ
ポートにお問い合わせください。

注意事項 ソフトウェアアップデートのインストール
- ソフトウェアのアップデート作業は、お客様の責任で行ってください。アップ
デート作業を開始する前に、重要なファイルのバックアップをとっていること
を確認してください。
- 本体に信頼できる電源があること、およびアップデート作業が中断されないこ
とを確認してください。
- アップデートが不完全なために発生した損害は、レイマリンの保証の対象外と
なります。
- ソフトウェアアップデートパッケージをダウンロードすることで、これらの条
件に同意したことになります。

Evolutionソフトウェアアップデート
Evolutionオートパイロットシステムのコンポーネント（EVセンサーとACU）は、正しい順序
でアップグレードする必要があります。システムコンポーネントを正しい順序でアップデート
するには、システムソフトウェアアップデートプロセスを使用してください。

- LightHouse™ 2搭載MFD（Release 15以上）
- LightHouse™ 3搭載MFD
- LightHouse™ Sport パワードディスプレイ

他の方法で更新する場合、またはシステムコンポーネントを個別に更新する場合は、ACUの前
にEVセンサーを更新する必要があります。
Note:
- アップデートの順番を間違えると、オートパイロットが動作しなくなることがあります。
- ソフトウェアアップデートが正常に終了すると、オートパイロットシステムの再キャリブ
レーションが必要になります。
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第4章 試運転 - Evolution オートパイロット
システム 章の内容
- 4.1 オートパイロットの試運転 - Evolution™ と SPX システムの主な違い (26 ページ)
- 4.2 コミッショニング (29 ページ)
- 4.3 ドックサイドウィザードの使用 (29 ページ)
- 4.4 ハードオーバー時間の調整 - Evolution (29ページ)
- 4.5 コンパスの線形化 - Evolutionオートパイロット (30ページ)
- 4.6 コンパスロック (ページ)

Commissioning - Evolution autopilot system
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4.1 オートパイロットの試運転 - Evolution™ システムと SPX システムの
主な相違点
Evolutionシステムには、従来のオートパイロットシステムで必要とされる試運転プロセスを改善するための
機能が多数用意されています。
- 方位・姿勢センサー内蔵 - フラックスゲートコンパスの追加は不要です。
- 自動設定 - 旧システムで必要だったラダーゲイン、カウンターラダー、手動コンパス校正、AutoLearnの設
定が不要になりました。これにより、ドックサイドでの校正作業が大幅に簡素化されます。

4.2 試運転
コミッショニングの前提条件

オートパイロットシステムを初めて試運転する前に、必要なプロセスが正しく実行されていることを確認します。
Important:
試運転を開始する前に、オートパイロットシステムの試運転説明書をすべて読み、理解する必
要があります。
試運転の前に、次のことを確認してください。
- すべてのオートパイロットシステムコンポーネントが、システムコンポーネントに付属のインストール手順書
に従ってインストールされていること。
- すべてのオートパイロットシステム構成部品が、利用可能な最新のソフトウェアリビジョンに更新されている
こと。利用可能なソフトウェアの更新については、Raymarineのウェブサイトを確認してください： http://
www.raymarine.co.uk/software
- すべてのシステム構成部品と必要な接続を含むシステム回路図が入手可能か、または作成されていること。
- コミッショニングエンジニアは、本船の船型、ドライブタイプ、ステアリングシステムに精通していること。

試運転の手順

必要な試運転の手順は、パイロットコントローラーのディスプレイを使用して正しい順序で行う必要があります。
1. Vessel Hull Type メニューから本船に該当する船型を選択
2.
3.
4.
5.

Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel Settings > Vessel Hull Type（メニュー > セットアップ > オートパイ
ロットキャ
リブレーション > 船舶設定 > 船舶タイプ）

ドックサイドウィザードを使用して、ドックサイドキャリブレーションプロセスを完了
システムに舵の基準トランスデューサーがない場合は、ハードオーバー時間を指定
コンパスの線形化を完了
必要であれば、コンパスをロック
Important:

船型は、スタートアップウィザードの一部として既に選択されている場合があります。
船型選択船型オプションは、典型的な船舶に最適な操舵性能を提供するように設計されています。試運転の
重要な部分を形成するため、船型選択を完了することは、ドックサイドキャリブレーションを行う前に行う
ことが重要です。船型オプションは、オートパイロットがスタンバイ状態のとき、Vessel Hull Type メ
ニューからいつでも呼び出すことができます。
> Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel Settings > Vessel Hull Type（船体タイ
プ）。
> あなたの船の船型とステアリング特性に最も近いオプションを選択する必要があります。
使用可能な船型は以下の通りです。
• パワー
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- パワー（スローターン）
-パワー（ファーストターン）
-セイル
-セイル（スローターン）
-セイルカタマラン
Note: ステアリング力（および旋回速度）は、船体タイプ、ステアリングシステム、およびド
ライブタイプの組み 合わせによって大きく変化することを認識することが重要である。利用可
能な船体タイプのオプションは、あくまで参考として提供されています。異なる船型を選択す
ることで、あなたの船のステアリング性能を向上させることができるかもしれませんので、異
なる船型オプションを試してみるのも良いでしょう。
適切な船型を選択する際には、安全で信頼性の高い操舵応答性を重視する必要があります。

4.3 Docksideウィザードの使用
ドックサイド・キャリブレーションは、オートパイロットシステムを初めて使用する前に完了させ
る必要があります。ドックサイドウィザードは、ドックサイドキャリブレーションに必要な手順を
案内します。ドックサイドウィザードは、システムに舵基準変換器が含まれているかどうかによっ
て、異なる手順を含んでいます。

以下のドックサイドウィザードの手順は、
舵基準変換器を持たない船舶に適用されま
す。

以下のドックサイドウィザードの手順は、舵基
準変換器を含む船舶にのみ適用されます。

- ドライブタイプ選択
- Rudder Limit（ラダーリミット）の設定
- ハードオーバー時間の設定（Raymarineは、ドッ
クサイドウィザードとRudder Drive checkが完了
した時点で、Hard Over Timeメニューオプション
を使用してこの情報を指定することを推奨していま
す）。
- Rudder Drive check（ラダードライブチェッ
ク）

- 駆動方式選択
- ラダーの位置合わせ（Align
Rudder）
- ラダーリミット
- ラダードライブチェック

ウィザードにアクセスするには、オートパイロットがスタンバイ状態であることを確認した上で
1. コミッショニングメニュー Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Commissioning
から ドックサイドウィザード を選択します。
2. Continue（続行）を選択して、ドックサイドウィザードを開始します。

ドライブタイプの選択
ドライブタイプの選択は、ドックサイドウィザードに含まれています。ドライブタイプメ
ニューが表示されている状態
1. 駆動方式を選択します。
選択可能なドライブタイプは以下の通りです。
- タイプ1 リニア
- タイプ2 リニア
- タイプ 2 油圧式リニア
- タイプ3 油圧式リニア
- I/Oスターン
- ホイールドライブ
- ティラー
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-

スポーツドライブ
ベラド
回転駆動タイプ1
回転駆動タイプ2
油圧ポンプタイプ1
油圧ポンプタイプ2
油圧ポンプタイプ3

Important:
ご使用のドライブタイプが記載されていない場合は、レイマリン販売店にご相談ください。
ドライブタイプは、オートパイロットがスタンバイ状態のときにも、Drive Typeメニューから
選択することができます。Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel Settings >
Drive type（メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > 自船設定
> ドライブタイプ）

ラダーのアライメント
舵の参照用トランスデューサが取り付けられているシステムでは、舵のアライメントはドック
サイドウィザードに含まれ、ドライブタイプの選択の後に行われます。舵の参照用トランス
デューサが取り付けられていないシステムでは、舵のアライメントは必要ありません。
• - 以下の手順は、舵基準トランスデューサを搭載した船舶にのみ適用さ
れます。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

続行を選択
ラダーの中心を合わせ、OKを選択
ラダーを左舷いっぱいまで下げ、OKを選択
舵を右舷いっぱいまで下げ、OKを選択
ラダーを中央に寄せて、OKを選択
タスク完了メッセージが表示されたら、Continue を選択して Rudder Limit ページに進む

ラダーリミットの設定
ラダーリミットの設定は、ドックサイドウィザードに含まれ、ラダーアライメントの後に行われます。

舵の基準変換器を持たない船舶の場合
舵角制限は30度に設定されており、必要に
応じて上下のボタンまたはロータリーコント
ローラーで調整できます。

舵基準変換器を搭載している船舶の場合 舵の
アライメント処理により、舵の限界が設定さ
れます。舵のリミットが更新されたことを確
認するメッセージとともに、舵のリミットが
表示されます。必要に応じて、上下のボタン
またはロータリコントローラを使用して、リ
ミットを調整することができます。

1. ステアリング機構がエンドストップに衝突し、ステアリングシステムに不必要な負荷がかからない
ように、ラダーリミットを十分に確保する。
Important:
最大舵角より5度程度小さく設定することを推奨します。
2. 続行を選択して、次のステップに進みます。
Note: オートパイロットのスタンバイ時に、ドライブ設定メニューからラダーリミットを調
整することができます。メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション >
ドライブ設定 > Rudder Limit
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ラダ-ドライブのチェック

ドックサイドキャリブレーションプロセスの一部として、システムはドライブ接続をチェックし
ます。チェックが正常に終了すると、システムが舵を取っても安全かどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。この手順の間、オートパイロットは舵を動かします。ドックサイド校正モー
ドでは、Motor Checkのページが表示され、安全であることを確認してからOKを押してくださ
い。
1. 舵を中心にして離す
2. ラダードライブクラッチを切る
3. CONTINUE（継続）を選択
4. OKを選択する前に、安全であることを確認
舵の基準変換器がある船舶では、これでオートパイロットは自動的に舵を左舷に、次に右舷に移動
5. 舵面参照用トランスデューサーのない船舶の場合
i. 舵が左舷に回ったことを確認するために、YES または NO を選択
ii. 反対方向に舵を切っても安全であれば、OKを選択
iii. YESまたはNOを選択することにより、舵が右舷に回転したことを確認
6. ドックサイドキャリブレーションはこれで完了
Note:
左舷と右舷の両方の舵の動きに対して「NO」の反応を確認した場合、ウィザードは終了しま
す。ステアリングシステムがどの方向にも舵を動かしていない可能性がありますので、再度ドッ
クサイドウィザードの手順を完了する前に、ステアリングシステムを確認する必要があります。

舵のアライメントをチェック（Align Rudder）

この手順は、舵基準トランスデューサーを使用するシステムのために、左舷と右舷の舵の制限
を確立します。舵のチェックは、ドックサイド校正プロセスの一部を形成します。
以下の手順は、舵基準変換器を搭載した船舶に
のみ適用されます。
1.
2.
3.
4.

ラダーの中心を合わせ、OKを選択します。
プロンプトが表示されたら、舵を左舷に強く回し、OKを選択します。
指示されたら、舵を右舷に大きく回し、OKを選択します。
指示されたら、舵を中央に戻し、OKを選択します。

ハードオーバータイム

ハードオーバータイムの設定は、ドックサイドウィザードの一部として指定することができます。
以下の情報は、舵基準変換器を搭載していない
船舶にのみ適用されます。
• - 本船のステアリングシステムのハードオーバータイムをすでに知っている場合：ドックサイ
ドウィザードの手順でこのタイ ムを入力する。
• - 本船のステアリングシステムのハードオーバー時間がわからない場合：ドックサイドウィ
ザードの手順でSAVEを選択してこのステップをスキップし、本書のラダードライブのチェッ
クのセクションに進んでドックサイドウィザードの手順を完了させます。ウィザードが完了し
たら、ハードオーバ時間の計算と調整方法について、本書の「5.8 ハードオーバ時間の調整 SmartPilotとSPX」に進みます。

4.4 ハードオーバー時間の調整 - Evolution
舵の基準トランスデューサーがない船では、ハードオーバー時間を設定することが重要です。
この手順を実行する前に、この文書に記載されている Rudder Check の警告を読み、理解したこ
とを確認してください。
Commissioning - Evolution autopilot system
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経年劣化を見積もるには、次のような手順で行います。
1. オートパイロットがスタンバイの状態で、手動で舵を切り/エンジンを左舷一杯(パワーステア
リング船の場合は、エンジンをかけたまま舵を切ってください）。
2. オートモードをON
3. 10ボタンと+1ボタンを同時に押す（p70/p70s）か、ロータリー（p70R/p70Rs）を使ってロックし
た方位を90度変更します。ストップウォッチでラダー/エンジンの動きを計測
4. 左舷いっぱいから右舷いっぱいまで舵を動かすのにかかる時間を見積もります。この推定値を Hard Over
Time として入力
5. この推定値を Hard Over Time として入力します。ハードオーバータイムの設定は、ドライブ設定メ
ニューから行う
メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ドライブ設定 > ハードオーバータイム

6. ハードオーバータイムを設定した後、オートパイロットの動作を観察し、必要であれば、満足のいく結果が
得られるまでハードオーバータイムの値を少し調整

警告 ラダーチェック
ラダーリファレンスがない場合は、ステアリング機構がエンドストップに衝突するのを防ぐために、適切な処
置を施さなければなりません。

4.5 コンパスの線形化 - エボリューションオートパイロット
EVユニットの内蔵コンパスは、地域磁場と地球磁場を補正する必要があります。これを実現するのが、リニア
ライズと呼ばれる自動処理です。
初期リニアライズ
EVユニットを初めて取り付け、電源を入れたとき（またはファクトリーリセットやコンパス再起動後）、リニ
アライズが必要です。リニアライズが必要な場合は、プログレスバーが表示されます。

リニアライゼーションは、船舶が3～15ノットの速度で約100°旋回した後に自動的に開始されます。リニア
ライズはユーザーによる入力を必要としませんが、リニアライズが完了する前に少なくとも270°の旋回が必
要です。進行状況はプログレスバーに表示され、プロセスが中断されるとプログレスバーは赤色に変わりま
す。リニアライズ完了までの時間は、船舶の特性、EVユニットの設置環境、リニアライズを行う際の磁気干渉
のレベルにより異なります。磁気干渉が大きい場合、リニアライズ処理に要する時間が長くなることがある。
そのようなソースの例としては、以下のようなものがあります。
- マリンポンツーン
- 金属船体
- 水中ケーブル
360°フルターン（速度3～15ノット）することで、リニアライズプロセスをスピードアップすることがで
きます。また、Restart Compass メニューを選択すると、いつでもリニアライゼーションプロセスを再開す
ることができます。
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コンパス偏差
偏差値が45°以上となった場合は、EVユニットを移動し、磁気干渉の少ない場所に設置し直
すことを強く推奨します。リニアライズが正常に終了すると、診断ページからいつでも現在の
偏差値を確認することができます。
注意 : Deviationの値が"- - "と表示された場合は、リニアライズがまだ正常に終了していな
いことを意味します。
コンパスヘッディングデータのチェック
オートパイロットシステムの試運転の一環として、表示されているコンパスヘディングの値
を、様々な方位角の既知のヘディングソースと照らし合わせて確認することをお勧めしま
す。
Note:
リニアライズが完了すると、ヘディングの値が2～3度程度わずかにずれることがあります。こ
れは、設置スペースに限りがあり、船の縦軸にEVユニットを正しく合わせられない場合によく
あることです。この場合、コンパスオフセットの値を手動で調整することが可能です。
注意 : コンパスのリニアライズとアライメントが完了するまでは、報告されたヘディングに頼
らないでください。
システム監視と適応
最適なパフォーマンスを確保するために、EVは最初のリニアライズプロセスが完了した後も、現
在の状況に合わせてコンパスのリニアライズを監視して適応させます。リニアライズの条件が理
想的でない場合、条件が再び良くなるまで自動リニアライズプロセスを一時的に停止させます。
リニアライズが理想的でない場合、条件が改善されるまで自動リニアライズは一時停止されま
す。
-

ボートスピード < 3 knots
ボートスピード > 15 knots
旋回速度が遅すぎる
重大な磁気干渉がある

コンパス偏差表示へのアクセス
1.
2.
3.
4.

MENUを選択
セットアップを選択
Diagnostics（診断）を選択
About Pilot（パイロットについて）を選択。パイロット診断に関連する詳細が表示
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5. リストの一番下までスクロールして、「偏差値」のエントリーを表示
注）偏差値として"- - "が表示された場合は、まだリニアライズが正常に終了していない
ことを意味します。

コンパスオフセットの調整
パイロットがスタンバイしている状態 :
1. Vessel Settingsメニューから：（Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel
Settings）。
2. コンパスオフセット(Compass Offset)を選択
3. +/- 10 ボタン (p70/p70s) または ROTARY コントロール (p70R/p70Rs) を使用し
て、コンパスオフセットを適切に調整
CompassCompassOffsetOffsetは-10°から+10°の間で調整

4.6 コンパスロック
コンパスの精度に満足したら、設定をロックして、今後自動リニアライズが完了しないようにす
ることができます。この機能は、強い磁気障害に定期的にさらされる環境にある船舶（例えば、
沖合の風力発電所や非常に混雑した川など）に特に有効です。このような状況では、磁気干渉に
よって方位誤差が生じる可能性があるため、コンパスロック機能を使って連続的なリニアライズ
を無効にすることが望ましい場合があります。
注：コンパスロックはいつでも解除することができ、コンパスの継続的な監視と適応を再開す
ることができます。これは、特に長期の航海を計画している場合に便利です。地球の磁場は場
所によって大きく変化しますが、コンパスはその変化を常に補正し、航海中も正確な方位デー
タを維持することができます。

コンパスをロック
コンパスのリニアライズをロックするには、以下の手順に従います。
コミッショニングメニューから：（Menu > Set-up > Autopilot Calibration >
Commissioning)
1. Compass Lock（コンパスロック）を選択
2. On を選択
これでコンパスのリニアライズがロック
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第5章：コミッショニング - SPXとSmartPilot
システム編 目次
- 5.1 SPXおよびSmartPilotオートパイロットの設置 (34ページ)
- 5.2 パイロットの応答 (34 ページ)
- 5.3 試運転 (34ページ)
- 5.4 電源のオン／オフ (35ページ)
- 5.5 セットアップ・ウィザードの使用 (36 ページ)
- 5.6 ドックサイド・キャリブレーション (36 ページ)
- 5.7 ディーラー設定 (38 ページ)
- 5.8 ハードオーバー時間の調整 - SmartPilot および SPX (38 ページ)
- 5.9 シー・トライアル・キャリブレーション (38 ページ)
- 5.10 オートパイロットの動作確認 (41ページ)
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5.1 SPX および SmartPilot オートパイロットのインストール
SeaTalk ng SPX オートパイロットシステムまたは SeaTalk SmartPilot オートパイロットシステムのイ
ンストールと接続については、コースコンピュータに付属のインストール手順書を参照してください。

5.2 パイロット・レスポンス
レスポンスレベルは、コースキープの精度と操舵・駆動量の関係を制御します。設定範囲は1～9です。

パイロット・レスポンスの一時的な変更

パイロット・レスポンスはスマートパイロットの試運転時に設定されますが、パイロット・レスポンス・メ
ニューを使っていつでも一時的に変更することができます。メニュー > パイロット・レスポンス（Menu >
Pilot Response）。
パイロット・レスポンスのレベルは、レベル1から9まで調整できます。
- レベル1～3-パイロットの活動量を最小限に抑える。レベル1～3-パイロットの活動量を最小限にする。こ
れはパワーを節約するが、短期的なコースキープの精度を損なう可能性がある。
- Level 4 to 6 - 通常の操作で、キレのあるターンをして、良いコースキープができるはずです。
- レベル7から9 - 最もタイトなコースキープができ、ラダー操作（とパワー消費）が大きくなります。レベ
ル7～9-コースキープが最も厳しく、舵の動きが大きくなります（消費電力も大きくなります）。 Pilotの
応答性を調整する場合は、以下の手順で行います。
1.
2.
3.

メインメニューから、Pilot response をハイライトして Select を押します。
UP ボタンと DOWN ボタンを使用して、応答値を必要なレベルに変更します。
［Save］を押して、応答値を保存します。

5.3 試運転
試運転の前提条件

オートパイロットシステムを初めて試運転する前に、必要なプロセスが正しく実行されているこ
とを確認します。
Important:
試運転を開始する前に、オートパイロットシステムの試運転説明書をすべて読み、理解する必
要があります。
試運転の前に、次のことを確認してください。
- すべてのオートパイロットシステムコンポーネントが、システムコンポーネントに付属のインストール
手順書に従ってインストールされていること。
- すべてのオートパイロットシステムコンポーネントは、利用可能な最新のソフトウェアリビジョンに更
新されています。利用可能なソフトウェアの更新については、Raymarineのウェブサイトを確認してく
ださい： http://www.raymarine.co.uk/software
- すべてのシステム構成部品と必要な接続を含むシステム回路図が入手可能か、または作成されているこ
と。
- 試運転エンジニアは、本船の船型、ドライブタイプ、ステアリングシステムに精通していること。

試運転プロセス
-

試運転の前提条件を守っていることを確認してください。
初期電源投入とセットアップ
ドックサイドキャリブレーション（SeaTalk システムのディーラーセッティング）
時間をかけてハードに設定（非舵面参照システムのみ）
シーストライアルキャリブレーション
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• - システムチェック

5.4 電源のオン／オフ
p70s / p70Rs は、接続されているネットワークに電源が供給されると、スタンバイボタンで電
源を切っていない限り、自動的に電源がオンになります。
1. スタンバイボタンでディスプレイの電源を切っていた場合、スタンバイボタンを約2秒間長押
しすると、ディスプレイの電源がオンになります。
2. ディスプレイの電源を切るには、スタンバイボタンを約5秒間押し続けます。1秒後に3秒のカ
ウントダウンが表示されます。
Note:
オートパイロットが作動しているときは、ディスプレイの電源をオフにすることはできません。

5.5 セットアップウィザードの使用
セットアップウィザードは、優先言語や正しい船体タイプなどの重要なプリファレンスを設定す
るためのステップをガイドします。セットアップウィザードには3つのステップがあります。セッ
トアップウィザードには3つのステップがあります：言語選択、船体タイプ選択、ウェルカムスク
リーンです。セットアップウィザードは、言語選択、船体タイプ選択、ようこそ画面の3つのス
テップで構成され、未設定のシステムで初めてパイロットの電源を入れると、セットアップウィ
ザードが自動的に表示され、以下の最初の3つのステップは必要ありません。
パイロットがスタンバイ状態のとき:
1.メニューを選択
2.セットアップを選択
3.セットアップウィザードを選択
4.必要な言語を選択
5.必要な船舶の種類を選択
ウェルカム画面が表示され、選択が保存
6.OKを選択して、セットアップウィザードを完了

船型の選択
船型オプションは、典型的な船舶に最適な操舵性能を提供するように設計されています。オー
トパイロットのキャリブレーションプロセスの重要な部分を形成するため、初期セットアップ
ウィザードの一部として船型選択を完了することが重要です。パイロットがスタンバイの状態
で、MENU > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel Settings を選択すると、いつで
もこのオプションにアクセスすることができます。
一般的な目安として、船舶の種類とステアリング特性に最も近いオプションを選択します。
オプション :
-

レースセイル
セイルクルーザー
カタマラン
作業船
船外機スピードボート
インボードスピードボート
パワークルーザー1 (12kt未満)
パワークルーザー2（30kt未満）
パワークルーザー3（30kt以上）
スポーツフィッシング
プロフィッシング
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ステアリング力（および回転数）は、船型、ステアリングシステム、およびドライブタイプの組
み合わせに よって大きく変化することを認識することが重要である。したがって、利用可能な船
体タイプオプションはガイダンスとしてのみ提供されています。適切な船型を選択する際には、
安全で信頼できる操舵応答を重視する必要があります。

重要：ドックサイドキャリブレーションプロセスの完了後（ドックサイドウィザードを使用）に
船舶タイプを変更した場合、すべての試運転設定はデフォルト設定にリセットされ、再度ドック
サイドキャリブレーションプロセスを完了する必要があります。

5.6 ドックサイド・キャリブレーション
SPX オートパイロットシステムを初めて使用する前に、ドックサイド・キャリブレーションを完
了する必要があります。ドックサイドウィザードは、ドックサイドキャリブレーションに必要な
手順を案内します。ドックサイドウィザードは、船舶に取り付けられている舵基準変換器の有無
によって異なる手順を含んでいます。

以下のドックサイドウィザードの手順は、舵基 以下のドックサイドウィザードの手順は、舵
準変換器を持たない船舶にのみ適用されます。 基準変換器を搭載した船舶にのみ適用されま
す。
- ドライブタイプ選択
- ラダーリミット設定
- ラダードライブチェック

-

駆動方式の選択
ラダーを合わせる
ラダーリミット（Rudder Limit）の設定
ラダードライブチェック

古い SeaTalk SmartPilot システムでは、ドックサイドウィザードはディーラー設定という名
前です。キャリブレーションの詳細については、5.7 Dealer settings を参照してください。

ドックサイドウィザードの使用
ドックサイドウィザードを利用するには、次のステップに従います：パイロットがスタンバイ
状態であることを確認します。
1.メニューを選択します。
2.セットアップを選択します。
3.Autopilot Calibration（オートパイロットキャリブレーション）を選択します。
4.試運転を選択します。
5.ドックサイドウィザード を選択します。
6.画面上の指示に従います
注：ドックサイドウィザードは、スタンバイボタンを押すことで、いつでもキャンセルすることができます。

ドライブタイプの選択
ドライブタイプの選択は、ドックサイドウィザードに含まれています。ドライブタイプ」メ
ニューが表示されている状態
1.ドライブの種類を選択します。
選択可能なドライブタイプは以下の通りです。
- タイプ1 リニア
- タイプ 2 リニア
- タイプ2 油圧式リニア
- タイプ3 油圧式リニア
- I/Oスターン
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-

ホイールドライブ
ティラー
スポーツドライブ
ベラド
回転駆動タイプ1
回転駆動タイプ2
油圧ポンプタイプ1
油圧ポンプタイプ2
油圧ポンプタイプ3

Important:
ご使用のドライブタイプが記載されていない場合は、レイマリン販売店にご相談ください。
ドライブタイプの選択は、オートパイロットがスタンバイ状態のときにも、Drive Typeメ
ニューから行うことができます。メニュー > Set-up > Autopilot Calibration > Vessel
Settings > Drive type（メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション
> 船舶設定 > ドライブタイプ）。

ラダーアライメントを確認する（Align Rudder）
この手順では、舵の基準トランスデューサーを使用するシステムのために、左舷と右舷の舵の
限界を設定します。
以下の手順は、舵基準変換器を搭載した船舶に
のみ適用されます。
1.ラダーの中心を合わせ、OKを選択します。
2.プロンプトが表示されたら、舵を左舷に強く回し、OKを選択します。
3.指示されたら、舵を右舷に大きく回し、OKを選択します。
4.指示されたら、舵を中央に戻し、OKを選択します。

ラダーリミット設定
ラダーリミット設定は、ドックサイドウィザードに含まれ、ラダーアライメントの後に行われます。

舵の基準変換器を持たない船舶の場合
舵角制限は30度に設定されており、必要に
応じて上下のボタンまたはロータリーコント
ローラーで調整できます。

舵基準変換器を搭載している船舶の場合 舵の
アライメント処理により、舵の限界が設定さ
れます。舵のリミットが更新されたことを確
認するメッセージとともに、舵のリミットが
表示されます。必要に応じて、上下のボタン
またはロータリコントローラを使用して、リ
ミットを調整することができます。

ラダ-ドライブのチェック
ドックサイドキャリブレーションプロセスの一部として、システムはドライブ接続をチェックし
ます。チェックが正常に終了すると、システムが舵を取っても安全かどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。この手順の間、オートパイロットは舵を動かします。ドックサイド校正モー
ドでは、Motor Checkのページが表示され、安全であることを確認してからOKを押してくださ
い。
1.舵を中心にして離す
2.ラダードライブクラッチを切る
3.CONTINUE（継続）を選択
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4.OKを選択する前に、安全であることを確認
舵の基準変換器がある船舶では、これでオートパイロットは自動的に舵を左舷に、そして右舷に移動
5.舵面参照用トランスデューサーのない船舶の場合。
i. 舵が左舷に回ったことを確認するために、YES または NO を選択
ii. 反対方向に舵を切っても安全であれば、OKを選択
iii. YESまたはNOを選択することにより、舵が右舷に回転したことを確認
6.ドックサイドキャリブレーションはこれで完了
注意：左舷と右舷の両方の舵の動きに対して「NO」の反応を確認した場合、ウィザードは終了
します。ステアリングシステムがどの方向にも舵を動かしていない可能性がありますので、ドッ
クサイドウィザードの手順を再度完了する前に、ステアリングシステムをチェックする必要があ
ります。

5.7 ディーラー設定
ディーラー設定メニューは、メインメニュー > Set up > Auto pilot calibration > Dealer settings から
呼び出すことができます。ディーラー設定メニューに入ると、利用可能なすべてのオプションが循環します。
オプションと制限は、インストールされているコースコンピュータに依存します。

5.8 ハードオーバー時間の調整 - SmartPilot と SPX
舵の基準トランスデューサーがない船では、ハードオーバー時間を設定することが重要です。
この手順を実行する前に、本書に記載されている Rudder Check の警告を読み、理解したことを確認してく
ださい。
1. ラダーゲインの設定値をメモしながら最大値に調整。Rudder Gain の設定は、Drive Setting メニュー
から行う。メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ドライブ設定 > Rudder
Gain
2. オートパイロットをスタンバイさせた状態で、手動で舵を切り、エンジンを左舷一杯。(パワーステアリン
グ船の場合は、エンジンをかけたまま舵を切ってください）
3. オートモードを選択
4. 10ボタンと+1ボタンを同時に押す（p70/p70s）か、ロータリー（p70R/p70Rs）でロックした方位
を90度変更し、ストップウォッチで舵・エンジンの動きを確認
5. 左舷いっぱいから右舷いっぱいまで舵を動かすのにかかる時間を見積もります。この推定値がHard Over
Time
6. この推定値を Hard Over Time として入力します。ハードオーバータイムの設定は、ドライブ設定メ
ニューから行う。メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ドライブ設定 >
ハードオーバータイム。
7. Rudder Gainを元の値に戻す
8. ハードオーバー時間を設定した後、オートパイロットの動作を観察し、必要であれば、満足のいく結果が
得られるまでハードオーバー時間の値を少しずつ調整

警告 舵のチェック
ラダーリファレンスが装着されていない場 合は、ステアリング機構がエンドス
トップに衝 突するのを防ぐために適切な処置を施さなければな りません。

5.9 海上試運転の校正
オートパイロットを使用する前に、オープンウォーターのチェックが必要です。水面は穏やかで、微風か無
風である必要があります。操縦には十分なスペースが必要です。シー・トライアル・ウィザードは、シー・
トライアル・キャリブレーションに必要なステップをガイドします。
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-

スイングコンパス
コンパスをGPSに合わせる
コンパスを手動で合わせる
自動学習

試運転メニューからいつでもシートライアルウィザードにアクセスすることができます。メ
ニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > 試運転
注：航海用の船舶は、エンジン出力でシーティグライアルを行うこと
注：シー・トライアル・ウィザードは、スタンバイ・ボタンを押すことでいつでもキャンセルすることができます。

ご注意 海域での校正
キャリブレーションに十分な水域があることを確認してください。シートトライアル
校正の操作には、見慣れたクリアな水域が必要です。キャリブレーション中に船舶や
その他の障害物に衝突する可能性がないことを確認してください。

警告 常識的な速度を保つ
オートパイロットは予期せぬ旋回をすることがあります。

コンパスの揺れ
コンパスの偏差を自動的に調整しながら、ゆっくりと円を描くように船を回転させる必要があり
ます。360度一周するのに2分以上かかり、最低でも2周する必要があります。
1. ベッセルをゆっくり円を描くように動かし始め、STARTを押す
2. 速度を 2 ノット以下に保つ。ディスプレイを見ながら、旋回速度が速すぎないか確認す
る。Slow Down "のメッセージが表示されたら、速度を落とすか、より広い円を描くようにステ
アリングして、旋回速度を下げる
Slow Down」メッセージが表示されたら、現在の円を繰り返す
3.コンパスの校正が完了すると、検出された偏差を示すメッセージが表示。この偏差が15度以
上ある場合は、校正プロセスを中断し、コンパスを金属物から離れた場所に設置し直して、校正
プロセスを繰り返す必要。それでも15度以上の偏差がある場合は、販売店にご相談ください。
偏差が許容範囲内であれば、CONTINUEを押す
Seatrial calibrationは、STANDBYを押すことでいつでもキャンセルすることができます。

コンパスをGPSに合わせる
注：GPSデータのソースがないシステムの場合は、このセクションをスキップして、その
ままマニュアルコンパスアライメントに進んでください。
GPSをデータネットワーク（SeaTalk、SeaTalk ng、NMEA）に接続している場合、既知の磁
気方位に操舵している間、オートパイロットはGPS方位に同調します。この手順で大まかな位置
合わせを行い、コンパスの微調整を最小限に抑えることができます。GPSの平均方位と
COG（Course Over Ground）の平均値を比較し、オフセット値を設定することで、GPSの
COG値と方位を一致させます。
1. 潮流の少ない安定したコースで操船し、速度を3ノット以上に上げ、STARTを押してコンパス
をGPSに合わる
2. プロセスが完了するまで画面上の指示に従い、表示されたらCONTINUEボタンを押
し、AutoLearn プロセスを開始
STANDBYを押すと、いつでも海上試運転をキャンセルすることができます。

コンパスを手動で調整する
GPSがない場合、コンパスを手動で調整する必要があります。
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1. 安定したコースで操舵を続け、表示されている方位が船のコンパス読みと一致するまで、＋
1、-1ボタン、またはROTARYコントローラーを使用して方位を調整
2. 完了したら、CONTINUE を押して、自動学習を開始

オートラーニング
突然の急旋回を含む一連の操縦に対応するため、船の前方に大きな透明度の高い海域が必要で
す。少なくとも幅100m、前方500mに明瞭な区域が必要です。

注意事項 オートラーニング
前方に十分なスペースを確保してください。(最低100x500m、高速船はそれ以上）
自動学習の実行
自動学習は、海上試運転ウィザード、または試運転メニューから行うことができます。自動学
習中は、通常の巡航速度（少なくとも3kt）を維持します。
1. 船舶の前に十分な自由水があることを確認し、Continueを選択する。 警告メッセージが表示
2. Continueを選択するか、Okボタンを押す。 船舶がジグザグに動き、突然の急旋回をすることを
知らせる警告メッセージが表示
3. ハンドルから手を離し、Autoを押して開始。 この間、オートパイロットは必要なステップを踏ん
でいきます。
4. 「PASS」と表示されたら、「Continue」を選択するか、「Ok」ボタンを押して手動操舵に戻り
ます。オートパイロットはスタンバイモードになります。これでSmartPilotシステムの試運転は完了
5. 自動学習が完了した後に「FAIL」と表示された場合は、Continue を選択するか、Ok ボタンを押
してください。 Auto learn retry（自動学習再試行）のメッセージが表示
6. Yesを選択するとAuto learn processを再試行でき、Noを選択するとキャンセル

注：シー・トライアル・ウィザードは、スタンバイ・ボタンを押すことでいつでもキャンセルすることができます。

ご注意ください：システムの変更
システム設定を変更した場合は、再度キャリブレーションを行う必要があります。
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5.10 オートパイロットの動作確認
キャリブレーション終了後、以下のようにオートパイロットの基本的な動作を確認する。
1. コンパス方位に舵を取り、通常の巡航速度で安定したコースを保持します。必要であれば、短時間手
動で操船し、操船方法を確認
2. オートパイロットを作動させても安全であることを確認し、AUTOボタンを押し、現在の方位をロッ
クします。オートパイロットは穏やかな海では一定の方位を保つ
3. -1、+1、-10、+10またはROTARYコントローラを使用して、SmartPilotが左舷と右舷にどのよ
うにコースを変更するかを確認
4. STANDBY ボタンを押すと、マニュアル操舵に戻る

ラダーゲインの確認
ラダーゲインが正しく設定されているかどうか、以下のテストを行ってください。

1.
2.
3.

ラダーゲインが低すぎる
ラダーゲインが高すぎる
適正なラダーゲイン

1. オートパイロットの応答がレベル5に設定されていることを確認
2. 晴天の下、一般的な巡航速度で航行
波がない穏やかな海域では、ステアリングの反応がわかりやすく、ステアリングの性能が見えにくくなります。
3. AUTO ボタンを押してオートモードにし、コースを 40°変更
- ラダーゲインが正しく調整されている場合は、このコース変更で5°以内のオーバーシュートが発生し、
すっきりとしたターンになるはずです。
- コース変更により、明らかにオーバーシュートする（5°以上）、またはコースに明らかに「S」がある場
合、舵のゲインが高すぎる。
- 船の性能が遅く、オーバーシュートがないのに 40°の旋回に時間がかかる場合、舵のゲインが低すぎる。
必要に応じて、ラダーゲインを調整してください。

カウンターラダーの確認
カウンターラダーとは、船のオーバーステアリングを防ぐために、オートパイロットがかける舵の量で
す。カウンターラダーの設定を高くすると、より多くのラダーがかかります。 カウンターラダーの設定
を確認する
1. オートパイロットの応答がレベル5に設定されていることを確認
2. 晴天の中、一般的な巡航速度で船を走る
3. AUTO を押し、必要ならオートパイロットを作動
Commissioning - SPX and SmartPilot systems
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4. 90°のコースチェンジを行う。
- ラダーゲインとカウンターラダーが正しく設定されている場合、船は最小限のオーバーシュート
でスムーズな連続旋回を行う。
- カウンターラダーが小さすぎるとオーバーシュートし、ゆっくりとコースに戻る。
- カウンターラダーが高すぎると、船は旋回と戦い、短くて鋭い旋回を繰り返す。その結果、コー
ス変更時に非常に "機械的 "な感触となる。
5. 必要であれば、カウンターラダーの設定を調整する。
カウンターラダーは、ドライブ設定メニューから選択できます。
メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ドライブ設定 > カウン
ターラダー

ラダー・ダンピング（Rudder Damping)
舵を切ろうとしたときにオートパイロットが「ハンチング」（ステアリングを前後に微少量ずつ動
かし続けること）する場合、舵のダンピング設定を調整する必要があります。
ラダーダンピングの値を大きくすると、ハンチングが減少します。ラダーダンピングの値を上げる
と、ハンチングが減少します。必要であれば、ドライブ設定メニューからラダーダンピングの設定
を調整することができます。メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション >
ドライブ設定 > ラダーダンピング

オートトリム設定
AutoTrim は、上部構造への風荷重の変化やエンジンのアンバランスなどによって生じるトリムの
変化を修正するために、オートパイロットが「スタンディング・ヘルム」を適用する速度を決定し
ます。AutoTrimレベルを上げると、オートパイロットが正しいコースに戻るまでの時間が短くな
りますが、船舶は安定しなくなります。
- コースキープが不安定で、希望するコースを「蛇行」する場合、AutoTrim レベルを下げます。
- コースから外れている時間が長い場合、AutoTrim レベルを上げます。
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第6章 パイロットモード
各章の内容
-

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

オート（Auto） 44ページ
モードメニュー (45 ページ)
パターン表示 45ページ
トラックモード（46ページ
風向計モード (51ページ)
パワーステア (53ページ)
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6.1 自動
注意 常時見張りをする
自動コースコントロールは操船を容易にしますが、優れたシーマンシップの
代用品ではありません。常に舵のそばで見張りをするようにしてください。

ヘディングへの自動操舵
1. 船舶を必要な方位に安定させる。
2. ホイールドライブとティラードライブの場合、オートパイロットの作動方法は以下の通り
です。
- A - ホイールパイロット A - ホイールパイロット：クラッチレバーを時計方向に回転させ、
ホイールドライブクラッチを接続します（レバーが位置決めパイプに完全にかみ合うようにし
ます）
重要：ホイールパイロットのクラッチレバーを操作するときは、必ずホイールの周囲に手
を伸ばしてください（貫通させないでください）。
ホイールパイロットのクラッチレバーを操作するときは、必ずホイールの周囲に手を伸ばしてく
ださい（貫通させないでください）。
• - B - ティラーパイロット。プッシュロッドの先端をティラーピンの上に置きます。必要に
応じて、-1、+1、-10、+10ボタンまたはロータリーコントロールを使用して、プッ
シュロッドを伸縮させます。

3. AUTOを押す。
オートパイロットがオートモードになり、選択したロックされたヘディングにステアリングします。

オートモードでのコース変更
オートモードでコースを変更する場合：
1. 1ボタン、-10ボタン、またはロータリコントローラを反時計回りに回し、本船の左舷進路を
変更
1ボタンを押すと1º、-10ボタンを押すと10º単位で進路を変更できます。ロータリコントロー
ラを反時計回りに1クリックすると、左舷への進路が1º増加
2. 1ボタン、+10ボタン、またはロータリコントローラを時計回りに回すと、本船の右舷への
針路が変更
1ボタンを押すと右舷への進路が1º、+10ボタンを押すと10º増加します。ロータリーコント
ローラーを時計方向に1クリックすると、右舷への進路が1º増加
例：-1ボタンを4回押す、またはロータリーを反時計回りに4クリック回すと、左舷に4°の
コース変更
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オートパイロットを解除（スタンバイモード）

以下の手順で、オートパイロットを解除することができます。
1. スタンバイを押す
2. ホイールドライブとティラードライブの場合、オートパイロットを解除してマニュアルステアリングに
戻すには、以下の手順を参照
- ホイールパイロットの場合 ホイールパイロット： クラッチレバーを反時計回りに回 してホイールドライブ
クラッチを切ります（レ バーが位置決めパイプから完全に外れるように します）。
- ティラーパイロット ティラーパイロット：ティラーピンからドライブ ユニットを取り外します。必要に応
じて、-1、+1、-10、+10 ボタンまたはロータ リーコントロールを使って、プッシュロッドを伸縮させ ま
す。
輪駆動システムの場合は、必ずクラッチが完全に切れていることを確認してから出航してください。

6.2 モードメニュー
パイロットのモードは、Mode メニューからアクセスします。使用可能なモードは、オートパイロットのシ
ステムと選択された船体タイプによって決まります。
Evolution™オートパイロット
- Pattern - パワーボート用
- Track -全船に搭載可能です。
- (1)風向計 - セーリング船で使用可能です。
- (2)パワーステア - p70R / p70Rとジョイスティックのみ使用可能です。SPXスマートパイロットオート
パイロット
- Pattern - モーターボートおよびフィッシングボートで使用できます。
- Track - 全ての船舶で使用可能です。
- (1)風向計 - セーリング船で使用できます。
- (2)Power Steer - p70R / p70Rsとジョイスティックでのみ使用可能です。
Note:
1.風向計モードは、風力データの接続元がある場合のみ使用可能です。
2.パワーステアリングは、舵面参照用トランスデューサを搭載した船舶のみ使用可能です。
モードメニューには、左ソフトボタンにモードを割り当てるショートカットキーのオプションもあります
（デフォルトはTrack）。

6.3 パターン
釣りのパターンが用意されており、初期設定のままでも、好みに合わせて調整しても使用できます。釣りの
パターンは、システム上でGNSS（GPS）データが利用可能であることが必要です。
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

円形 - パターンの方向と半径を調整
Zig Zag - パターンの方向、角度、長さを調整
クローバーリーフ - パターンの方向と半径を調整
スパイラル - パターンの方向、半径、増分を調整
対向する円形 - パターンの方向、半径、距離を調整
Figure 8 - パターンの方向と半径を調整
パターンサーチ - パターンの方向、幅、高さ、幅増分、高さ増分を調整
180回転 - パターンの方向と半径を調整
ボックスサーチ - パターンの方向、幅、高さを調整

フィッシングパターンを使用
1. 右ソフトボタンを押して、メニューを表示
2. 上下ボタンで「モード」を選択し、SELECT を押す
3. UP ボタンと DOWN ボタンを使って、"Pattern" をハイライトし、SELECT を押す
4. UPボタンと［DOWN］ボタンを使って、使用したい釣り パターンを選択し、［SELECT］
ボタンを押す
5. パターン設定画面が表示され、選択したパターンに現在設定されているパラメータが表示され
ます。パラメータを変更する場合は、次のようにします。
i. 変更したいパラメータを選択し、EDIT を押します。
ii. UPボタンとDOWNボタンを使って設定したい値を設定し、SAVEを押して設定を保存し、パ
ターン設定画面に戻る
iii.必要に応じて、他のパラメーターについても手順 i と ii を繰り返す
6. 必要に応じて、ホイールパイロットクラッチを接続するか、ティラープッシュロッドを取り付る
7. パターン設定画面を表示したまま、AUTOを押します。すると、オートパイロットが選択した
フィッシングパターンの上で操船
8. 手動操舵に戻るには、STANDBY を押し、ホイールパイロットクラッチまたはティラープッ
シュロッドを解除。モードメニューからパターン1、パターン2の2つのよく使われる
フィッシングパターンを選択し、上記のステップ5と6を行うことでお気に入りのパターンをす
ぐに使用

6.4 トラックモード
Track モードでは、目標地点または MFD にプロットされた航路に自動操船します。また、潮流
やリーウェイを自動的に補正し、航路を維持するために必要な軌道修正を行います。
トラックモードは、オートパイロットの制御が可能なMFDに接続した場合のみ使用可能です。

1.
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Current goto / waypoint.

2.ルート内の後続のウェイポイント
3.ルート内の最終ウェイポイント

トラックモードを使う
接続したチャートプロットがルートをたどっている状態でスタートします。
メニューから
1. モードを選択
2. Track を選択
次に予定されているウェイポイントまでの方位と、本船がトラックライン上を旋回する方向が
表示
3. 進路変更しても安全であれば、Track を選択
ディスプレイには正しいコースに必要な方位が表示され、オートパイロットは船を新しいコー
スに向う
注：本船が軌道から 0.3nm 以上離れた場合、Large Cross Track Error の警告が鳴ります。
ウェイポイント到着サークル
ウェイポイント到着サークルはウェイポイントを囲む仮想の境界線であり、これに到達するとウェイポイン
ト到着アラームが作動します。アラームはウェイポイントではなくウェイポイント到着サークルによって作
動するため、アラームが鳴った時、あなたの船は実際のウェイポイントからまだ少し離れている可能性があ
ります。ウェイポイント到着円の大きさはカスタマイズ可能で、半径がウェイポイントから0.3nm以上にな
るように到着円を変更すると、クロストラックエラーアラームが発生する可能性があります。

1.
2.
3.
4.
5.

次のウェイポイント
次の地点までの方位
トラックライン
ウェイポイント到着円
クロストラック誤差
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ウェイポイント到着
船が目標地点の到着円に到着すると、MFDはルート内の次の目標ウェイポイントを選択し、これ
をオートパイロットに送信します。ウェイポイント進入警告が表示され、次のウェイポイントまで
の方位と新しい軌道を取得するために船が曲がる方向が示されます。

1.
2.
3.
4.
5.
6.

次のウェイポイント
ウェイポイント到着円
目標ウェイポイント
次のウェイポイント到着円
次の目標ウェイポイント
前のウェイポイント

ウェイポイントアドバンス警告
オートパイロットはトラックモードにおいて、目標ウェイポイント名が変わるとウェイポイント
アドバンス警告を発します。これは、以下の場合に発生します。
- 自動捕捉を選択するには、AutoからTrackを押します。
- TrackモードでTrackを1秒間押して、ウェイポイントの前進を要求します（SeaTalkナ
ビゲーターのみ）。
- 船が目標に到着し、ナビゲーターが次のウェイポイントを受け入れる。
- 船上生活者（MOB）機能を有効にします。
警告音が鳴ると、オートパイロットは現在の方位を継続しますが、次の方位が表示されま
す。
- 次のウェイポイントまでの方位
- 次のウェイポイントまでの方位、その方位に向かうための船の旋回方向
ウェイポイントに到着
各ウェイポイントに近づくと、アラームが鳴り、ウェイポイント到着のお知らせが表示されま
す。通知には選択肢があり、どのように進むかを選択することができます。
1.
2.
i.
ii.
3.
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新しい方角に曲がっても安全であることを確認
安全でない場合、または次のウェイポイントに進みたくない場合は、次のようにします。
キャンセル(Cancel)または自動(Auto)を選択し、同じ方位に留まる、または
スタンバイを選択し、手動ステアリングに戻る
安全であれば、TRACK を選択して新しいヘディングを受け入れ、次のウェイポイントに進む

1.
2.
3.
4.
5.
6.

次のウェイポイントを表示します
トラックライン
ウェイポイント到着円
トラック - 次のウェイポイントへのトラック
スタンバイ - 手動ヘルムコントロール
Auto or Cancel -現在のロックされたヘディングを維持します

Note:
Trackを押してWaypointを進めなければ、自動操縦は現在の方位を維持したまま警告音を鳴
らし続けます。
クロストラックエラー
クロストラックエラー（XTE）とは、現在位置と計画したトラックラインとの距離のことです。ク
ロストラックエラー（XTE）が発生する原因は、例えば以下のようなものがあります。
• - ルートから少し離れた位置でトラックボタンを押す
• - 障害物回避のためのコース変更
• - 特定の条件下でのウェイポイント到着
クロストラックの誤差が0.3nmを超えると、SmartPilotはLarge cross track errorアラーム
を鳴らし、計画した軌道の左舷（Pt）か右舷（Stb）のどちらかにいるかが表示されます。
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1.
2.
3.
4.

目標ウェイポイント
軌道線を再捕捉するために、最初に実際のウェイポイントから遠ざかる方向へ修正するコース修正
クロストラックエラー
トラックライン

Note:
0.3nm 未満になるまで、クロストラックエラーアラームが表示され、鳴り続けます。

注意 クロストラックエラー補正
TRACK モードに戻ると、自動操縦装置が XTE を修正し、定義されたトラックレッグを維持
するようになります。その際、旋回方向がウェイポイントまでの方位と一致しない場合や、予
想と異なる場合があります。
ルートコンプリート
ルート上の最後のウェイポイントに到達したとき、オートパイロットはルートコンプリート
の警告を表示します。
Note: ルートコンプリートアラームは、マルチファンクションディスプレイと連動してのみ
鳴動・表示されます。
手動コース変更
トラックモードでは、進路上の障害物を避けるために、手動で進路を変更し、トラックモードを
再開することができます。
1.適切な-1、+1、-10、+10またはロータリーコントローラーを使用して、必要なコース変
更を行います。
2.障害物を取り除いたら、Track を選択してトラックモードを再開します。
トラックモードを解除する トラックモードを解除するには、次のようにします。
1. AUTO を押してオートモード（自動操縦）に戻る、または
2. STANDBY を押してスタンバイモード（手動操舵）に戻る
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6.5 風向計モード
風向計モードでは、風向角を主な方位角の基準としています。風向角が変化すると、元の風向角
を維持するようにロックされた方位が調整されます。
Note:
風向計モードは、船体タイプに帆船を選択した場合のみ使用可能です。

1.

初期風向

2.

風向きの変化

3.

新しい風向き

4.

相対風向

5.

風向を維持するために自船が旋回する

Wind Vaneモードは、オートパイロットが適切な風データを受信している場合のみ選択できます。
オートパイロットは、見かけの風角と真の風角のどちらに対してもコースを維持することができま
す。初期設定は見かけの風です。必要であれば、Wind Typeメニューから真風に変更することができ
ます。

風向計モードを使う
風向計のモードは、STANDBYモードとAUTOモードから選択することができます。
1.
2.
i.
ii.

iii.

船舶を必要な風角に安定させる
Wind vane mode を選択
風向計モードは、AutoボタンとStandbyボタンを同時に押して選択
モードメニューから風向計モードを選択する。メニュー＞モード＞風向計
風向計モードが有効になり、現在の風向角がロックされます。ロックされた方位（例：
128°）と風角（例：WIND 145Pは左舷145°）が表示されます。 オートパイロットは
ロックされた風角を維持するように方位を調節

ックされた風の角度を調整

1. ロックされた風向きの調整は、-1、+1、-10、+10ボタン、またはROTARYコントロー
ラーでコースを変更することで行えます。例えば、右舷タック時に10°離岸する場合
i. -10を押して船を10°左舷に向けます - ロックされた風向と方位が共に10°変化
ii ロックされた風向と方位は共に10°変化

Pilot modes
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注：本船を旋回させると、真風角と見かけの風角の関係が変化するため、この方法は風角の微
調整にのみ使用するようにしてください。大きく変更する場合は、STANDBY モードに戻り、
新しい方位に操舵し、再度 Wind Vane モードを選択してください。

風向計モードを解除

風向計モードを解除します。
1. AUTO を押してオートモード（自動操縦）に戻る、または
2. STANDBY を押してスタンバイモード（手動操舵）に戻る

ウインドシフトアラーム
エボリューションオートパイロット
オートパイロットが60秒間に30°以上の風の変化を感知すると、ウィンドシフトアラームが作
動します。
SPXおよびスマートパイロット
オートパイロットが15°以上の風向きの変化を検知すると、風向変化アラームが作動します。
風向計アラームの有効・無効について
風向変化アラームはデフォルトでオンになっていますが、いつでも有効・無効を切り替えること
ができます。
風向計モードで：
1. オートパイロットキャリブレーションメニューからSail Boat Settingsを選択します：
（Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Sail Boat Settings）
2. ウィンドシフトアラームを選択
3. アラームを無効にするには Off を、有効にするには On を選択
ウィンドシフトアラームへの対応
1. 警告を解除し、既存の風向角と方位を保持する場合は、キャンセルを押す
2. または、警告を解除して元のヘディングに戻すには、Cancelを押す
i. -1、+1、-10、+10ボタンまたはロータリーコントローラーでロックされた風角を調整
ii.スタンバイを押して手動ステアリングに戻り、必要なヘディングに舵を切り、キャンセル
を押して新しい 風向角で風向計モードに戻る

風向計モードでAutoTackを使用

オートパイロットは自動タック機能（AutoTack）を内蔵しており、現在乗っている風向と「相
対的」に船を回転させ、反対の相対風向になるように船をタックさせます。

1. 開始位置
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2. タック
3. 風向
4. 最終位置
AutoTackは常に風向に対して相対的なものであり、調整することはできません。風向計モード時
1. p70/p70sを使用する
i. 1ボタンと-10ボタンを同時に押すと、Tack to Portになる
ii. 1 と +10 のボタンを同時に押すと、右舷にタックする
2. p70R/p70Rsを使用する
i. メインメニューからTack Portを選択すると、Tack to portになる
ii. メインメニューからTack Starboardを選択すると、右舷にタックすることができる
風向計モードでオートタックを行うと、船はオートタック角の範囲内で旋回します。オートパイロッ
トは直前のタックからロックされた風向を反映するようにヘディングをトリムします。

風向計モードの操作ヒント
• 常にセイルを慎重にトリミングし、スタンディング・ヘルムを最小にする。
• ヘッドセイルとメインセイルの巻き上げは、遅すぎず、少し早めに行います。
• 風向計モードでは、長期的な風の変化には反応しますが、突風のような短期的な変化に
は補正されません。
• 突風や不安定な陸上コンディションでは、風向きの変化を許容できるよう、風から数度離れた
ところを航行するのがベストです。
• 風が急に変わるような状況では、Auto Tackの使用は避けてください。

注意 時間を確保
コース変更のための時間を確保する

注意 大きなコース変更
大きなコース変更を行う場合、ボートのトリムが大きく変化することがあり
ます。そのため、オートパイロットが新しいコースに正確に落ち着くまで時
間がかかることがあります。

誤ってのジャイブ

ジャイブ抑制機能は、誤って間違った方向にAutoTackした場合に、船が風から離れるのを阻止
します。
注：ジャイブインヒビット機能を動作させるためには、オートパイロットに適切な風速データが必要です。

ジャイブインヒビットがPrevent Gybeに設定されている場合。
- 風を切ってAutoTackすることができます。
- を選択すると、オートパイロットは風を避けてAutoTackを行うことができなくなります。ジャイブ禁
止を「Allow Gybe」に設定すると、風を切ってのAutoTackが可能になります。
- ジャイブ禁止をAllow Gybe:に設定すると、風を切ってのAutoTackも風を切ってのAutoTackも可能
です。
注：ジャイブ禁止機能は、セイルボート設定メニューから変更することができます。メニュー > セッ
トアップ > オートパイロットキャリブレーション > セイルボート設定 > ジャイブインヒビット

6.6 パワーステア
パワーステアモードでは、p70Rs のロータリーコントローラまたは接続したジョイスティック
で、マニュアルヘディングで直接操舵することができます。
パワーステアには2つのオプションがあります。
- 比例- ラダーは、ロータリーコントロールまたはジョイスティックの動き に比例して動作します。
- バンバン（ジョイスティックのみ）- ジョイスティックを動かした方向にラダーが動き、その状態を
維持します。
Pilot modes
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パワーステアモードの作動
パワーステアモードを作動させる。
1. メインメニュー＞モード で、モードメニューを表示する。
2. パワーステアをハイライト表示し、SELECTを押します。
ドライブ設定メニューのパワーステア設定で、比例操舵かバンバン操舵かをいつでも変更するこ
とができます。メインメニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ドラ
イブ設定 > パワーステア
注：バンバンモードを使用するには、ジョイスティックを接続する必要があります。
p70Rsのロータリーはプロポーショナルモードでのみ動作します。

6.7 ジョグステア（ティラーパイロットのみ）
SeaTalkネットワークにティラードライブがインストールされている場合、あなたの船は、ジョグ
ステアモードでラムを操作するためにパイロットコントローラを使用することができます。
ジョグステアモードでは、パイロットコントローラーの-1、+1、-10、+10ボタン、または
ROTARY のコントローラーでラムを出し入れすることで、ラムの接続・取り外しを支援します。
注：Jog Steerは本船がSTANDBYの時のみ使用可能です。

ジョグステアの使用（ティラードライブのみ）
1. ベッセル・パイロットがSTANDBYモードであることを確認
2. 1ボタン、-10ボタン、またはロータリーコントローラーを反時計方向に回すと、ラムが格納
3. 1ボタン、+10ボタン、またはロータリーコントローラーを時計回りに回すと、ラムが伸びる

6.8 ショートカットキー
パイロットビューでは、設定されている船舶の種類に応じて、LEFT SOFTボタンにパイロット
モ ードをショートカットとして割り当てることができます。
以下のパイロットモードはショートカットとして割り当てることができます。
• Track（デフォルト） - 全船舶
• パターン - パワーとフィッシングの器
• パワーステアリング - 全船舶（ロータリーのみ）
• 風向計 - 帆船

ショートカットキーの割り当て
パイロットモードをLEFT SOFTボタンにショートカットとして割り当てるには、次のような手順で行いま
す。
1. ショートカットメニューに移動する。メニュー］→［モード］→［ショートカット］を選択
2. 必要なパイロットモードを選択
3. SAVEを押す
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第7章：パイロットの意見
各章の内容
•

7.1 利用可能なパイロットビュー (ページ) 56

•

7.2 グラフィカルビュー (ページ) 56

•

7.3 拡大表示 (ページ) 57

•

7.4 スタンダードビュー (ページ) 58

•

7.5 マルチビュー (ページ) 59

•

7.6 2D ビュー (ページ) 60

•

7.7 パイロットビューの設定 (ページ) 60

•

7.8 データボックスのセットアップ (ページ) 61
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7.1 利用可能なパイロットビュー
パイロットビューは、パイロットコントローラーの表示画面にコースやシステムのデータを表
示するために使用されます。利用可能なパイロットビューは以下の通りです。
• グラフィカル
• 大（デフォルト）
• 標準
• マルチプル
• 2Dビュー

7.2 グラフィカルな表示
グラフィカルビューには、（部分）コンパスが表示されます。

1.

ラダーポジション

2.

パイロットモード

3.

モードの状態
• ロックされた風角度-Wind Vaneモード
• パターン・マーク - パターン・モード
• パワーステアマーク-パワーステアモード

4.

パーシャルコンパス

5.

風向計

6.

ヘディング
• 現在のヘディング - スタンバイモードとパワーステアモード
• ロックされたヘディング - オート、風向計モード、パターンモード

7.

見出しのタイプ
• 磁気
• 真

注：見出しの種類は、セットアップ・ウィザードで選択した言語によって決まります。
8.

ショートカットボタン（左ソフトボタン）
• トラック（デフォルト）
• パターン
• 風向計
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パイロットビューがグラフィカルビューに設定されているときにトラックを開始すると、ローリングロ
ードビューが表示されます。

1.

DTW(ウェイポイントまでの距離)

2.
3.

目的地のウェイポイント
TTG (Time To Go)

4.

目的地のウェイポイント名

5.

ロックされたヘッディング

6.

XTE (クロストラックエラー)

7.

船舶の位置

7.3 大きく表示
Largeビューは、見出しデータをできるだけ大きなサイズで表示するように最適化されています。

1.

ラダーポジション

2.

パイロットモード

3.

モード関連情報
• 現在のヘディング（オート時）
• 目的地のウェイポイント名（トラックモード時）
• ロックされた風向角（風向計モード時）
• パターン・マーク（パターン・モード時）
• パワーステアマーク（パワーステアモード時）

4.

ヘディング
• 現在のヘディング - （スタンバイモードおよびパワーステアモード時）
• ロックされたヘディング - (オート、トラック、風向計、パターンモード時)

5.

ヘディングタイプ（磁気または真）

6.

ショートカットボタン（左ソフトボタン）

Pilot views
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• トラック（デフォルト）
• パターン
• 風向計

7.4 スタンダードビュー
スタンダードビューでは、大きなサイズの見出しデータと、詳細な情報を提供するデータボック
スが表示されます。

1.

ラダーポジション

2.

パイロットモード

3.

モード関連情報
• 現在のヘディング（オート時）
• 目的地のウェイポイント名（トラックモード時）
• ロックされた風向角（風向計モード時）
• パターン・マーク（パターン・モード時）
• パワーステアマーク（パワーステアモード時）

4.

ヘディング
• 現在のヘディング - （スタンバイモードおよびパワーステアモード時）
• ロックされたヘディング - (オート、トラック、風向計、パターンモード時)

5.

ヘディングタイプ（磁気または真）

6.

ショートカットボタン（左ソフトボタン）。
• トラック（デフォルト）
• パターン
• 風向計

7.

データボックス
• TWS（デフォルト）（真の風向）
• 深さ（デフォルト）
• SOG（デフォルト）（Speed Over Ground）

注：データ項目は、パイロットビューメニューからカスタマイズすることができます。メ
ニュー > パイロット・ビュー > データボックス
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7.5 マルチビュー
Multipleビューには、情報を表示するための複数のデータボックスがあります。

1.

ラダーポジション

2.

モード関連情報
• 現在のヘディング（オート時）
• 目的地のウェイポイント名（トラックモード時）
• ロックされた風向角（風向計モード時）
• パターン・マーク（パターン・モード時）
• パワーステアマーク（パワーステアモード時）

3.

データボックス
• TWS（デフォルト）（真の風向）
• 深さ（デフォルト）
• SOG（デフォルト）（Speed Over Ground）。
• DTW（デフォルト）（Distance To Waypoint）
• XTE（デフォルト）（クロストラックエラー）
• ヘディング（デフォルト）

注：データ項目は、パイロットビューメニューからカスタマイズすることができます。メニュー
>パイロット・ビュー > データボックス

4.

ショートカットボタン（左ソフトボタン）
• トラック（デフォルト）
• パターン
• 風向計
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7.6 2Dビュー
2Dビューには、完全なコンパスダイヤルと、情報を表示するためのデータボックスが含まれています。

1.

ラダーポジション

2.

コンパス

3.

見出し線

4.

パイロットモード

5.

目的地のウェイポイント

6.

モード関連情報
• 現在のヘディング（オート時）
• 目的地のウェイポイント名（トラックモード時）
• ロックされた風向角（風向計モード）
• パターン・マーク パターン・モード時）
• パワーステアマーク（パワーステアモード時）

7.

風向計

8.

船舶の位置表示

9.

データボックス
• TWS（デフォルト）（真の風向）
• 深さ（デフォルト）
• SOG（デフォルト）（Speed Over Ground）

注：データ項目は、パイロットビューメニューからカスタマイズすることができます。メニュー >
パイロット・ビュー > データボックス
10. ヘディング
• 現在のヘディング - スタンバイモードとパワーステアモード
• ロックされたヘディング - オート、風向計モード、パターンモード
11. ショートカットボタン（左ソフトボタン）
• トラック（デフォルト）
• パターン
• 風向計
12. トラックライン

7.7 パイロットビューの設定
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パイロットビューを好みのレイアウトに設定する場合
1. パイロットビューメニューを表示する。メインメニュー > パイロット・ビューを表示します。
2. ハイライト表示し、[表示タイプ]を選択します。

3. 必要なビューをハイライト表示します。
• グラフィカル
• 大型
• 標準
• マルチプル
• 2D
4. SELECTを押して、デフォルトとしてビューを保存します。

7.8 データボックスの設定
Standard、Multiple、2D Pilotの各ビューにはデータボックスがあり、カスタマイズしてさ
まざまなデータを表示することができます。
選択したPilotのビューが表示された状態。
1. メニューを選択します。
2. Pilot Viewを選択します。
3. データボックスを選択します。
4. データを変更したいデータボックスを選択します。利用可能なデータのリストが表示され
ます。
5. リストから該当するデータ型を選択します。

データ項目
データボックスに表示できるデータの種類は、以下のとおりです。
• ヒーブ
• 深さ
• XTE (クロストラックエラー)
• DTW（ウェイポイントまでの距離）
• BTW（ウェイポイントへの方位）
• AWA（見かけの風角）
• AWS（見かけの風速）
• TWS（真風速）
• TWA（真風角）
• COG（コース・オーバー・グラウンド）
• SOG (Speed Over Ground)
• スピード（水中速度）
• ログ
• トリップ
• 海水温度
• 時間
• 日付
• 回転数
• ヘディング
Pilot views
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第8章 パイロット・コントローラーのアラーム
各章の内容
•

8.1 パイロットアラーム (ページ) 64

Pilot controller alarms

63

8.1 パイロット・アラーム
パイロットアラームは、接続されたオートパイロットによって生成されます。また、SeaTalk ngで送信されます。
ネットワークに接続します。
Pilotコントローラーに表示できるアラームは次のとおりです。
校正用アラーム
• Calibration required - オートパイロットの較正が完全でないことを示します。最初の電源投入後、数秒間、ス
タンバイモードで開始される。ドックサイドおよび Seatrialキャリブレ ーションを実行することで解決します。
• 磁気の検出 - コンパスの線形化が必要。
• 磁場検出 - 初期線形化完了、 バックグラウンドでさらに線形化が行われます。
• Turn rate too high - フルゲートコンパスのリニアライズ中に回転速度が速すぎたことを示します。キャリブ
レーション中に発生。レゾルバで船の旋回速度を下げる。
ナビゲーションアラーム
• 自動解除 - オートパイロットが作動している間（例：オート、トラックモードなど）、ユーザ ーがフライバイワイ
ヤーステアリングホイールを使ってステアリングのコントロールを取り戻したときにトリガーされます。オートパ
イロットは スタンバイ状態になり、アラームは 10 秒後にタイムアウトします。
• クロストラック誤差が大きい-クロストラック誤差（XTE）が0.3nm以上であることを示す。
アラームはトラックモード、または他のモードからトラックモードに移行したときに発生
します。解決するには、以下をお試しください。
– 手動でステアリングを戻し、再度トラックモードに入る。
– マルチファンクションディスプレイのXTEをリセットする。
– オートパイロットの設定を変更する。
• ウェイポイントデータのソース（MFDなど）が失われたことを示します。 オートパイロットはト
ラックモードからオートモードに移行し、最後にロックされたヘディングを継続します。
• ナビゲーションデータなし - 以下の主制御データ項目のいずれかがないことを示す。
– コンパス - オート、トラック、ウィンドモード。
– XTE - トラックモード。
– 風向角 - 風向計モード。
• オフコース - 航行中、本船が指定された角度以上軌道から外れると、オフコースアラームが
作動します。パイロットのモードを変更し、船のコースを変更/修正することによって解決し
ます。
• ルート完了-ルート内の最後のウェイポイントに到達したときに、MFDによってトリガされます。
• Waypoint advance - ウェイポイント名または ID の変更と、新しい ウェイポイントへの
方向転換を示します。Track モードでトリガーされます。
• Wind Shift - TWA（真風角度）が15度以上変化したことを示します。風向計モードでのみ発生 。コースを変更するか、パ
イロットモードを変更することで解決します。また、TWAが元に戻ると解消される。
ハードウェアと故障のアラーム
• クラッチショート-ドライバユニットのクラッチがショートしていることを示します。オートパイロッ
トの電源が切れます。
• 電流制限-ドライブの過負荷電流を超えました。オートパイロットはスタンバイ状態になり
、アラームは10秒後にタイムアウトします。レゾルバに、ドライブユニットと接続部 にス
トールや短絡の状態がないか確認してみてください。
• ドライブショート-ドライブユニット内のショート（短絡）を示します。オートパイロットの電源が落ちます。
• ドライブ停止 - 舵面失速の状態が続いているか、ドライブユニットからの電源が遮断された
ことを示す。オート、トラック＆ウィンドモードでトリガーされます。オートパイロットか
らの出力、ドライブユニット、接続を確認します。オートパイロットはスタンバイ状態にな
り、アラームは 10 秒後にタイムアウトします。
• EEPROM 破損 - 重要な設定データの破損が発生しました。オートパイロットは でスタンバイ状態
になり、アラームは 10 秒後にタイムアウトします。
• パイロットスタートアップ - オートパイロットの電源を入れるたびに、スタートアップを20秒間表示します。
• Rate gyro fault - ジャイロセンサが故障しました。
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• 舵角参照ユニットの故障-舵角参照接続が失われたか、限界を超えた（自動運転中に舵角参照ト
ランスデューサーが故障した。角度が 50 度以上になったか、舵の基準への接続が失われた）
。オートパイロットはスタンバイ状態になり、アラームは 10 秒後にタイムアウトします。
• ソレノイドショート-ソレノイドの回路がショートしていることを示します。オートパイロットの電源
が落ちます。
• SeaTalk 1 fail - SeaTalk チャンネル 1 の通信に問題が発生しました。
• SeaTalk 2 fail - SeaTalk チャンネル 2 の通信に問題が発生しました。
• SeaTalk fail - SeaTalk ® データ伝送の問題。オートパイロットはスタンバイ状態になり、アラー
ムは10秒後にタイムアウトします。解決するには、以下を試してください。
– 接続が短絡または開回路になっていないか確認する。
– デバイスの故障のためにシステムをチェックする。
• 電源線とモーター線が入れ替わっている - モーターペアと電源ペアが入れ替わっている場合。コー
スコンピュータでモーターと電源の配線を入れ替える。
機器接続またはデータソースのアラーム
デバイスが検出されない、または必要なデータソースがないことを示すアラームが発生した場
合、まずデバイス/データソースが動作可能であること、すべてのケーブルと接続（ ）が安全で
損傷がないことを確認します。
• No compass - コンパスが検出されない。
• No control head - コースコンピュータがパイロットコントローラと通信不能になったときに
発生するアラームです。オートパイロットはスタンバイ状態になり、アラームは 10 秒後に タ
イムアウトする。
• ドライブが検出されない-EVユニットとACU間の通信が失われたか、確立できない状態です
。解決するには、以下を試してください。
– LED診断インジケーターを確認する。
– EV、ACUユニットからの出力を確認する。
• No pilot - Pilotコントローラがコースコンピュータとの通信を失いました。このアラームは
Pilotコントローラから発生します( )。
• 速度データがない - 速度データを受信していません。速度トランスデューサーをチェックします。
• No Wind data - 風向計モードで、30秒以上風向角データを受信しなかった場合に発生します。
オートパイロットは風向計モードから脱落し、オートモードに戻ります。
AutoLearn アラーム
AutoLearnに失敗した場合は、まずAutoLearnのプロセスを再起動してみてくださ
•い。
AutoLearn fail 1 (not carried out) - AutoLearn は実行されませんでした。
• AutoLearn fail 2 (Manual intervention) - AutoLearn中に手動で介入する。
• AutoLearn fail 3 (Compass or drive error) - コンパスの不具合またはドライブの不具合を調査しま
す。
• AutoLearn fail 4 - コンパスまたはドライブのエラーにより、AutoLearn が失敗しました。
• AutoLearn fail 5 - モータが電流制限に入ったため、AutoLearn が失敗しました。
• AutoLearn fail 6 - 船がスピンに陥り、モーターがラダーを反対側に駆動しなかったため、
AutoLearnが失敗した。
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第9章 セットアップメニュー
各章の内容
•

9.1 セットアップメニュー (ページ) 68

•

9.2 オートパイロットキャリブレーションメニュー (ページ) 68

•

9.3 ユーザー設定メニュー (ページ) 70

•

9.4 システムセットアップ メニュー (ページ) 71

Setup menu

67

9.1

セットアップメニュー

セットアップメニューでは、パイロットコントローラを設定するための様々なツールや設定を行うことができます。
• オートパイロットキャリブレーション - 試運転とキャリブレーションの設定。
• SeaTalkngオートパイロット
– 船舶の設定
– ドライブ設定
– セイルボートの設定
– 試運転
SeaTalkオートパイロットを搭載。
– ユーザー設定
– ディーラー設定
– シートライアルキャリブレーション
• ユーザー設定 - 以下のオプションを設定します。
– 時刻と日付 - 参照：P. 70 - 時刻と日付
– 単位 - 参照：P. 70 - 測定単位
– 言語 - 参照：P. 71 - ユーザーインターフェースの言語
– バリエーション - 参照：P. 71 - バリエーション
– キービープ音 - 参照：P.71 - キービープ音
• システムセットアップ - ネットワークグループとデータソースを設定します。以下のオプションが利用可能です。
– ネットワークグループ - 参照：P. 71 - ネットワークグループ
– 輝度／カラーグループ - 参照：P.71 - 輝度／カラーグループ
– データソース - 参照：P. 72 - データソース
– システムセットアップについて - システムセットアップのメニューに関する情報を提供します。
• シミュレーター - シミュレーターモードの有効/無効を切り替えます。
注：SeaTalkng ® ネットワーク上にライブデータソースが存在する場合、シミュレータはシミュレー
ションデータを生成しません。 スプレイの操作を練習するためのシミュレーションデータを生成します。
• ファクトリーリセット - ユーザー設定を削除し、ディスプレイを工場出荷時の設定に戻すことができます。
• Diagnostics - Information ディスプレイ、ネットワークに接続されているデバイス、お
よび 診断セルフテストについて。以下のオプションが利用できます。
– ディスプレイについて - ご使用のディスプレイのハードウェアおよびソフトウェアの詳細を表示します。
– パイロットについて - システムのオートパイロットのハードウェアとソフトウェアの詳細を表示します。
– About System - SeaTalkng ® ネットワークを検索し、見つかった製品に関する情報 を表示し
ます。
– セルフテスト-本製品にはセルフテストが組み込まれており、故障の診断に役立てることが
できます。セルフテストでは、以下のテストが実行されます。
♦ メモリーテスト
♦ ボタンテスト
♦ 表示テスト
♦ ブザーテスト
♦ イルミネーションテスト
♦ セットアップウィザード - 初期セットアップウィザードを起動します。
9.2

オートパイロットキャリブレーションメニュー

Autopilot Calibrationメニューのオプションは、接続されているオートパイロットシステムによって決定されます。
Calibration メニューで利用可能な設定は以下のとおりです。オートパイロットのキャリブレーシ
ョンと試運転の方法については、試運転の章を参照してください。
• Evolutionオートパイロットの試運転：P.25 - 試運転 - Evolutionオートパイロットシステム
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• SPXオートパイロットの試運転：P.33 - 試運転 - SPXおよびSmartPilotシステム

ラダーダンピングレベルとデッドバンド角
舵角参照センサ/トランスデューサを含むオートパイロットシステムの場合、舵角ダンピングは、「ハンチング」
と呼ばれるオートパイロットシステムの過活動を防止するために使用されます。
この動作に対応するため、多くの舵のダンピングレベルが用意されています。舵のダンピングレベルは「デッ
ドバンド角」に関係し、オートパイロットのコントロールヘッド（例：
p70s/p70RsまたはMFD）を使って設定することが可能です。高いダンピングレベルは、パイロ ットと舵
の過剰な操作を排除することを目的としています。
一般的に、適切なラダーダンピングレベルは、許容可能な最小値です。しかし、最近のACUは、プロセッサ
やソフトウェアのバージョンが新しくなり、舵の減衰のスケーリングが変更されていることに注意する必要が
あります（これらのユニットは、SKUに「A」が追加されています）。
重要：舵の減衰レベルは、オートパイロットの性能に大きな影響を与える可能性があります。オート
パイロットシステムに最適な設定方法が不明な場合は、販売店またはレイマリンの製品サポート
にお問い合わせください。
次の表は、ACU ソフトウェアの新旧両バージョンで利用可能な舵の減衰レベルとデッドバンド角の一覧です。
ラダー減衰量

既存のデッドバンド角
ACU-100、150、
200 400

ACU-300

新しいデッドバンド角
（ACUソフトウェアバ
ージョン3.11以降）

1

0.1°

0.15°

0.1°

2

0.2°

0.30°

0.2°

3

0.3°

0.45°

0.3°

4

0.4°

0.60°

0.4°

5

0.5°

0.75°

0.7°

6

0.6°

0.9°

0.9°

7

0.7°

1.05°

1.1°

8

0.8°

1.20°

1.6°

9

0.9°

1.35°

2.2°

オートパイロット・コントロール・ヘッドに設定されているラダー・ダンピング・レベルを確認し、ニーズに
合っていることを確認することが重要です。オートパイロットがハンチングしなくなるまで、ラダーダンピン
グの値を1段階ずつ上げてください。

ラダー・ダンピング・レベルの調整
以下のメニューパスで Rudder Damping レベルを調整します。
1. Menu > Set-up > Autopilot Calibration > Drive Settings > Rudder Damping.

セイルボートのセッティング
これらの設定は、セールボートでのみ利用可能です。
セイルボート設定メニューは、メニュー＞セットアップ＞オートパイロットキャリブレーション＞セイルボート設
定から呼び出すことができます。
注
SeaTalk ® システムに接続されている場合、以下のセイルボート設定はユーザー設定メニューに含まれます。
メニュー > セットアップ > オートパイロットキャリブレーション > ユーザー設定。
注：以下の機能は、風力データがある場合のみ利用可能です。
Setup menu
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• - Gybe inhibit - Allow Gybeに設定すると、風を切り、風を受け、風から遠ざかるようにタッ
クすることができます。ジャイロインヒビットが "Prevent Gybe "に設定されている場合は、
風を切って/風に向かってのみタックすることができます。ジャイブ禁止はオートターンに影響
しません。
• - Wind Type - Wind vane モードで、船を Apparent Wind と True Wind のどちらに合わせ
て操舵するか決定します。
• - Wind Trim Response - Wind Trim Responseは、風向きの変化に対するオートパイロット
の応答速度を制御します。ウィンドトリムを高く設定すると、風の変化に対してより敏感に反
応するようになります。初期設定ではレベル 5 に設定されています。
注：エボリューションオートパイロットでは使用できません。
• - ウィンドシフトアラーム - このオプションでは、ウィンドシフトアラームのオン（デフォ
ルト）とオフを切り替えることができます。
注：SeaTalk ®およびSPXスマートパイロットでは使用できません。

9.3 ユーザー設定メニュー
時刻と日付
時刻と日付」メニューでは、日付と時刻のフォーマットオプション、およびローカルタイムと協
定世界時（UTC）の間のタイムゾーンの違いを補正するための時間オフセット設定が可能です。
日付形式

タイムフォーマット

• mm/dd/yy

• 12hr

• dd/mm/yy

• 24hr

時間オフセット
• –13 to +13 hours

単位
単位メニューでは、データ項目で使用する測定単位を指定できます。以下のオ
プションが用意されています。
速度単位

距離（長さ）単位

距離（短）単位

• kts — knots

• nm — Nautical miles

• ft — Feet

• mph — miles per hour

• sm — Statute miles

• m — Metres

• km/h — Kilometers per hour

• km — Kilometers

深度単位

風速単位

温度単位

• ft — Feet

• kts — knots

• ºC — degrees centigrade

• m — Metres

• m/s — metres per second

• ºF — degrees fahrenheit

流量単位

見出しの種類

圧力単位

• UK Gal/H — UK gallons per
hour

• Mag — magnetic

• PSI — pounds per square
inch

• fa — Fathoms

• US Gal/H — US gallons per
hour

• True

• kPa — Kilo pascals

• LPH — Liters per hour
容量単位

エコノミーユニット

• UK Gallons

• Distance per volume

• US Gallons

• Volume per distance

• ltr — liter

• Ltr/100km
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• Bar — bar

ユーザーインターフェース言語
言語メニューでは、ディスプレイのユーザー のインターフェースに使用される言語を選択するこ
とができます。
以下のオプションが用意されています。
えいご

英語（米国）

唐

クロアチア語

デンマーク語

オランダ語

フィンランド語

ケフランス語

ドイツ語

ギリシャ語

イタリア語

日本語

フ韓国語

ノルウェー語

ポーランド語

ポルトガル語(ブ
ラジル)

ロシア語

コパニッシュ

スウェーデン語

トルコ語

バリエーション
変動とは、変化しない真北と毎年わずかに変化する磁北との局所的な差のことです。 地図製作で
は一般的に真北を用い、磁北は磁気コンパスが指し示す方向です。Variation は、地理的な場所
と の日付によって変化します。バリエーションメニューには、バリエーションを補正するための
オプションがあります。
以下のオプションが用意されています。
• バリエーションモード-バリエーションモードは、以下のように設定できます。

– オン - バリエーションをオンにすると、バリエーション範囲を使用してバリエーション量を設定
できます。
オプションを使用します。

– オフ-「バリエーション」スイッチをオフにすると、「バリエーション」が使用されます。
– スレーブ-磁気変動を提供する他のデバイス（例：MFDまたはパイロットコントローラ）
にネットワーク接続すると、ディスプレイは自動的にスレーブモードに切り替わり、そ
のデバイスが提供する変動（ ）を使用します。
• 変動範囲-変動モードをオンにすると、磁気ヘッドの測定値は指定された量だけ調整されます。

キービープ音
デフォルトでは、ボタンが押されるたびに、ディスプレイはビープ音を発します。ビープ音はキ
ービープオプションで有効・無効を切り替えることができます。

9.4 システム設定メニュー
ネットワークグループ
ネットワークグループメニューでは、複数のディスプレイをグループに追加し、1台のディスプ
レイでカラー スキームや輝度を変更すると、そのグループ内のすべてのディスプレイに変更が適
用されるようにすることができます。
利用できるグループは以下の通りです。
• なし
• ヘルム1
• ヘルム2
• コックピット
• フライブリッジ
• マスト
また、5つのundefineグループも用意されています。
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• この表示
• このグループ

データソース
データソースメニューでは、利用可能なデータソースを表示し、必要に応じて、 参照するデ
ータソースを選択することができます。
利用可能なデータソースは以下の通りです。
• GPS位置
• GPSデータ
• 時刻と日付
• ヘディング
• 深さ
• スピード
• 風
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第10章 システムのチェックとトラブルシューティング
各章の内容
•

10.1 トラブルシューティング (ページ) 74

•

10.2 電源投入時のトラブルシューティング (ページ) 74

•

10.3 システムデータのトラブルシューティング (ページ) 75

•

10.4 その他のトラブルシューティング (ページ) 75

System checks and troubleshooting
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10.1 トラブルシューティング
トラブルシューティング情報では、製品の設置や操作に関連する一般的な問題に対して、考えられる原因や必要な修正方法を説明し
ています。
すべての製品は、梱包・出荷前に包括的なテストと品質保証プログラムを受けています。製品
に問題が発生した場合、このセクションは、正常な動作を回復するための問題の診断と修正に
役立ちます。
このセクションを参照してもまだ製品に問題がある場合は、このマニュアルのテクニカルサポー
トのセクションに有用なリンクと Raymarine 製品サポートの連絡先が記載されていますので参照
してください。

10.2 電源投入時のトラブルシューティング
製品の電源が入らない、または電源が切れ続ける
• ヒューズが切れた / ブレーカーが落ちた。
1.

SeaTalkngバックボーン電源接続の5Aヒューズと配電盤ブレーカの状態を確認し、必要
であれば交換します。

2.

ヒューズが切れ続ける場合は、ケーブルの損傷、コネクターピンの破損、配線の誤りなどがないか確認してください。

• SeaTalkngケーブルおよび接続の不良 / 損傷 / 不安定
1.

船舶のバッテリー電圧、バッテリーターミナルと電源ケーブルの状態をチェックし、接続が
確実で清潔、腐食がないことを確認する。必要なら交換する。

2.

SeaTalkng電源ケーブルと電源接続部に損傷や腐食の兆候がないか確認し、必要に応
じて交換します。

3.

SeaTalkngバックボーンケーブルとコネクタに損傷や腐食の兆候がないか確認し、必要
に応じて交換します。

4.

SeaTalkng電源ケーブル、バックボーンケーブル、製品スパーケーブルのコネクタの
向きが正しく、スパーコネクタに完全に挿入され、ロックされた状態であることを確
認します。

5.

ディスプレイの電源を入れた状態で、ディスプレイのスパーケーブルをディスプレイのコ
ネクタに近づけて、ディスプレイの再起動や電源断が起こるかどうか試してみてください
。必要であれば交換してください。

6.

製品に負荷がかかっている状態で、マルチメータを使用して、すべてのコネクタ/ヒュ
ーズなどの間で高電圧が低下していないか確認し、必要に応じて交換してください。

• 電源の接続が正しくない
1.電源が正しく配線されていない可能性があります。SeaTalkng電源接続の説明書に従
い、バックボーンにDC12Vの単一電源があることを 確認して。

製品が起動しない(再起動ループ)
- 電源供給と接続
1.上記の「製品の電源が入らない、または電源が切れ続ける」の情報を参照してください。
- ソフトウェアが壊れている1.
万が一、製品のソフトウェアが破損している場合は、Raymarineのウェ
ブサイトから最新のソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
2.

再起動ループの場合、以下の手順でファクトリーリセットを試みます。

p.74 - ファクトリーリセットの実行

ファクトリーリセットの実行
本機を工場出荷時の設定に戻すには、次の手順で行います。
注意：ファクトリーリセットを行うと、保存されているデータやカスタマイズされた設定がすべて消去されます。

1.
2.
3.

メニューボタンを押す。
セットアップを選択します。
ファクトリーリセットを選択します。
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4. はい」を選択します。これで、本機は工場出荷時の設定にリセットされます。

10.3

システムデータのトラブルシューティング

設置場所によっては、接続された機器間で共有されるデータに問題が発生することがあります。
ここでは、そのような問題点と考えられる原因、解決策について説明します。
トランスデューサ、計器、エンジン、またはその他のシステムデータがすべてのディスプレイで利用できない。
• ディスプレイでデータを受信していない。
1.

関連する製品、またはネットワークケーブルと接続（SeaTalkngバックボーンなど
）に損傷や腐食の兆候がないか確認し、必要に応じて交換してください。

• データソース（計器用ディスプレイやエンジンインターフェースなど）が動作していない。
1.

欠測の原因（トランスデューサやエンジンインターフェースなど）に損傷や腐食の兆候がないか確認
し、必要であれば交換する。

2.

可能であれば、データソースに正しく電源が供給され、動作していることを確認します。

3.

機器に付属の説明書を参照し、正しく設置されていることを確認してください。

• 機器間のソフトウェアの不一致により、通信できない場合があります。
1.すべての製品に最新のソフトウェアがインストールされていることを確認
トランスデューサ、計器、またはその他のシステムデータが、一部のディスプレイで欠落している。
• 接続に問題がある。
1.本製品のSeaTalkngスパーケーブルと接続部に損傷や腐食がないか 確認
す。

、必要に応じて交換しま

• ソフトウェアの腐敗。
1.

万が一、製品のソフトウェアが破損している場合は、Raymarineのウェブサイトから最新のソフト
ウェアをダウンロードし、インストールしてください。

2.

再起動ループの場合は、以下の手順でファクトリーリセットを試みてください。
p.74 - ファクトリーリセットの実行

• 機器間のソフトウェアの不一致により、通信できない場合があります。
1.すべての製品に最新のソフトウェアがインストールされていることを確認する。
不正なデータが報告されている
• トランスデューサーのキャリブレーションエラー
1.

システムの電源を切り、再度電源を投入してください。

2.

関連機器に付属の説明書に従って、データソースを再キャリブレーションまたは再設定してください。

10.4

その他のトラブルシューティング

ここでは、その他の問題点と考えられる原因および解決策について説明します。
ディスプレイが異常な動作をする。
予期せぬリセットやシステムクラッシュなどの異常な動作が頻繁に発生する。
• ディスプレイへの電源供給に断続的な問題がある。
1.

関連するヒューズやブレーカーを確認する。

2.

電源ケーブルが健全であること、すべての接続部が締まっていること、腐食がないことを確認してくだ
さい。

3.

電源が正しい電圧と十分な電流であることを確認してください。

• 機器間のソフトウェアの不一致により、通信できない場合があります。
1. すべての製品に最新のソフトウェアがインストールされていることを確認
• データが破損している/その他不明な問題がある。
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1.

万が一、本製品のソフトウェアが破損している場合は、Raymarineのウェブサイトから最
新のソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。

2.

データソースが正しく動作しているか確認してください。

第11章 技術サポート
各章の内容
•

11.1 Raymarine 製品のサポートとサービス (ページ) 78

•

11.2 学習リソース (ページ) 79

Technical support
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11.1 レイマリン製品のサポートとサービス
Raymarineは、保証、サービス、修理だけでなく、包括的な製品サポートサービスも提供しています。これ
らのサービスは、Raymarineのウェブサイト、電話、電子メールを通じてご利用いただけます。製品情報
サービスやサポートを依頼する必要がある場合は、以下の情報をお手元にご用意ください。
• 製品名
• 製品のアイデンティティ
• シリアルナンバーを表示します
• ソフトウェアアプリケーションのバージョン
• システム図
この製品情報は、接続されているMFDの診断ページで取得することができます。 サービス・保証
レイマリンは、保証、サービス、修理のために専門のサービス部門を設けています。レイマリンのウェブサ
イトで、延長保証の特典を受けるための製品登録をお忘れなくhttp://www.raymarine.co.uk/display/?
id=788.
英国（UK）、EMEA、アジア太平洋地域
• E-Mail: emea.service@raymarine.com
• 電話：+44 (0)1329 246 932
米国（US）
• E-Mail: rm-usrepair@fli .com
• 電話番号：+1 (603) 324 7900 Webサポート
レイマリンのホームページの「サポート」エリアからご覧ください。
• マニュアル・資料 - http://www.raymarine.com/manuals
• テクニカルサポートフォーラム - http://forum.raymarine.com
• ソフトウェアアップデート - http://www.raymarine.com/software

ワールドワイドにサポート
英国（UK）、EMEA、アジア太平洋地域
• ヘルプデスク：https://raymarine.custhelp.com/app/ask
• 電話：+44 (0)1329 246 777
米国（US）
• ヘルプデスク：https://raymarine.custhelp.com/app/ask
• 電話番号：+1 (603) 324 7900（フリーダイヤル：+800 539 5539）
オーストラリア・ニュージーランド（Raymarine社子会社）
• E-Mail: aus.support@raymarine.com
• 電話番号：+61 2 8977 0300
フランス（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.fr@raymarine.com
• 電話番号: +33 (0)1 46 49 72 30
ドイツ（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.de@raymarine.com
• 電話番号：+49 40 237 808 0
イタリア（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.it@raymarine.com
• 電話：+39 02 9945 1001
スペイン（Raymarine社正規販売代理店）
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• E-Mail: sat@azimut.es

• 電話：+34 96 2965 102
オランダ（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.nl@raymarine.com
• 電話番号: +31 (0)26 3614 905
スウェーデン（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.se@raymarine.com
• 電話番号: +46 (0)317 633 670
フィンランド（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.fi@raymarin .com
• 電話番号: +358 (0)207 619 937
ノルウェー（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.no@raymarine.com
• 電話：+47 692 64 600
デンマーク（Raymarine社子会社）
• E-Mail: support.dk@raymarine.com
• 電話：+45 437 164 64
ロシア（Raymarine社正規販売代理店）
• E-Mail: info@mikstmarine.ru
• 電話番号：+7 495 788 0508

製品情報を見る
1. メニューボタンを押す。
2. セットアップを選択します。
3. Diagnostics（診断）」を選択します。
4. ディスプレイについて」を選択します。
ソフトウェアのバージョンやシリアルナンバーなど、さまざまな情報が表示されます。
5. 上ボタンと下ボタンで情報を循環させることができます。
• ユーチューブ
トレーニングコース
レイマリンは、製品を最大限に活用していただくために、様々な詳細なトレーニングコースを定
期的に開催しています。詳しくは、Raymarineウェブサイトのトレーニングセクションをご覧
ください。
• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372
技術サポートフォーラム
テクニカルサポートフォーラムでは、レイマリン製品に関する技術的な質問や、他のお客様がど
のようにレイマリンの機器を使用しているかを確認することができます。このリソースは定期的
に更新され、お客様やスタッフからの投稿があります。
• https://raymarine.custhelp.com/app/home

Technical support
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付録A 対応するNMEA 2000 PGNリスト
アドミニストレーションPGN
• 59392 - ISOアクノレッジ(受信/送信)
• 59904 - ISO リクエスト (受信)
• 60928 - ISO Address Claim (Receive / Transmit) (受信/送信)
• 126208 - NMEA - リクエスト、コマンド、アクノレッジド グループ機能（受信／送信）
• 126464 - PGN送受信リスト(受信/送信)
• 126996 - 製品情報 (受信/送信)
Raymarine®は、PGN 60928内のデバイスとシステムインスタンスのフィールドプログラマビリティを提供
し、最新のNMEA 2000規格に要求されるようにPGN 126208を使用してコマンドを発行することが
可能です。
データPGN
• 126992 - システム時間（受信/送信）
• 126993 - ハートビート(受信/送信)
• 127237 - ヘディング/トラックコントロール（受信）
• 127245 - ラダー（受信／送信）
• 127250 - 船首方位 (受信)
• 127251 - 回転数（受信時）
• 127257 - アティテュード (受信)
• 127258 - 磁気変動（受信／送信）
• 128259 - スピード、(受信)
• 128267 - 水深(受信)
• 128275 - 距離ログ(受信)
• 129025 - ポジション、ラピッドアップデート (受信)
• 129026 - COG & SOG、ラピッドアップデート (受信)
• 129029 - GNSS 位置データ (受信)
• 129033 - 時間と日付（受信）
• 129044 - データム(受信/送信)
• 129283 - クロストラックエラー (受信)
• 129284 - ナビゲーションデータ (受信)
• 129291 - セット＆ドリフト、ラピッドアップデート(受信)
• 130306 - 風データ(受信)
• 130310 - 環境パラメータ (受信)
• 130311 - 環境パラメータ (受信)
• 130576 - 小型船舶の状況 (受信)
• 130577 - 方向データ(受信)

Supported NMEA 2000 PGN list
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Index
2D view .................................................................. 60

A

About display...........................................................68
About pilot ...............................................................68
About system...........................................................68
Alarms .....................................................................64
Aligning the rudder..................................................28
Apparent wind angle ............................................... 51
Auto .............................................................. 17–18, 44
Auto release ............................................................64
AutoLearn ......................................................... 40, 65
Automatic set up .....................................................26
Autopilot Calibration................................................68
Autopilot functions .................................................. 18
Autopilot response level.......................................... 18
Autopilot set-up
Deadband angles ................................................69
Rudder Damping..................................................69
AutoTack ............................................................ 17, 53
AutoTurn ................................................................... 17

B

Boat type selection................................................... 17
Brightness ...........................................................19, 71
Shared ................................................................. 21
Unshare ............................................................... 21
Buttons .................................................................... 16

C

Calibration required.................................................64
Clutch short .............................................................64
Color group .............................................................. 71
Color scheme .......................................................... 21
combination button presses..................................... 17
Commissioning .................................................. 16, 68
Commissioning pre-requisites...........................26, 34
Commissioning steps ..............................................26
Compass deviation...................................................31
Compass linearization ...................................... 26, 30
Compass lock ....................................................26, 32
Compatible autopilot systems ..................................13
Contact details......................................................... 78
Controls ................................................................... 16
Course correction................................................... 50
Cross track error......................................... 47, 49–50
Current limit .............................................................64

D

Data items ............................................................... 61
Data sources ..................................................... 23, 72
Selection ..............................................................23
Date format.............................................................. 70
Deadband angles ....................................................69
Dealer settings ........................................................68
Depth units .............................................................. 70
Detecting magnetics ...............................................64

Diagnostics..............................................................68
Display brightness ................................................... 19
Display response.....................................................22
Distance (long) units ................................................ 70
Distance (short) units ............................................... 70
ドックサイドウィザード ......................................................26
Document conventions ........................................... 12
Documentation
Installation instructions ........................................ 12
Mounting template............................................... 12
Operation instructions ......................................... 12
Drive settings...........................................................68
Drive short ...............................................................64
Drive stopped..........................................................64
Drive type .......................................................... 27, 36

E
Economy units ......................................................... 70
EEPROM corruption.................................................64
engaging the autopilot ............................................ 44
Evolution...................................................................13

F
Factory reset ...........................................................68
Flow rate units ......................................................... 70

G
Graphical view .........................................................56
Gybe inhibit ............................................................. 70

H
Hard-over time ........................................................26
Heading type........................................................... 70

J
Jog steer ................................................................. 18

K
Key beep .................................................................. 71

L
Language selection .................................................. 17
Languages................................................................ 71
Large Cross Track Error...........................................64
Large view ............................................................... 57
Loss of Waypoint data .............................................64

M
Magnetic field detected.........................................64
Menus
Setup ...................................................................68
Mode .......................................................................45
Multiple data sources (MDS)....................................23

Multiple view ...........................................................59

N

Network group ......................................................... 71
Network groups...................................................... 20
NMEA 2000............................................................. 81
No compass.............................................................65
No control head.......................................................65
No drive detected....................................................65
No Navigation data..................................................64
No pilot ....................................................................65
No speed data.........................................................65
No Wind data...........................................................65

O

Off Course ...............................................................64

P

Pattern .....................................................................45
Pattern mode........................................................... 18
Patterns ...................................................................45
180 turn ................................................................46
Box search ...........................................................46
Circle....................................................................46
Circle against .......................................................46
Cloverleaf.............................................................46
Figure 8................................................................46
Pattern search......................................................46
Spiral....................................................................46
Zig Zag.................................................................46
PGNs ....................................................................... 81
Pilot modes.............................................................. 18
Pilot response.......................................................... 34
Pilot start up.............................................................64
Power & motor cables are swapped .......................65
Power off ............................................................ 17, 35
Power on ............................................................ 17, 35
Power Steer....................................................... 18, 45
Power troubleshooting ............................................ 74
Pressure units.......................................................... 70
Product recycling (WEEE) ........................................ 10
Product support....................................................... 78

R

Rate gyro fault .........................................................64
Rotary controller ....................................................... 17
Route Complete ......................................................64
Rudder Damping .....................................................69
rudder gain ...............................................................41
Rudder limit ....................................................... 28, 37
Rudder reference unit failure...................................65

S

Sail boat settings .....................................................69
Sailboat settings ......................................................68
SeaTalk fail ..............................................................65
Seatrial calibration ...................................................68
Self test....................................................................68
Service Center......................................................... 78

Set-up wizard......................................................17, 68
Shared brightness ................................................... 19
Simulator .................................................................68
SmartPilot .................................................................13
Software update ......................................................24
Software updates ....................................................24
Software version.......................................................13
Solenoid short .........................................................65
Speed units ............................................................. 70
SPX ...........................................................................13
Standard view..........................................................58
Standby .............................................................. 16, 18
Support forum ......................................................... 79
System monitoring and adaptation ..........................31
System set up ..........................................................68
System Set-up menu ................................................ 71

T

Technical support..............................................78–79
Temperature units ................................................... 70
Tiller Pilot................................................................. 44
Time and date ......................................................... 70
Time format ............................................................. 70
Time offset............................................................... 70
Track ........................................................................45
Track mode ....................................................... 18, 46
Manual course change ....................................... 50
Training courses ...................................................... 79
Troubleshooting ...................................................... 74
True wind angle....................................................... 51
Turn rate too high....................................................64

U

Units of measure ..................................................... 70
Upgrading, See Software updates
User interface language ........................................... 71
User preferences..................................................... 70
User Preferences.....................................................68
User settings ...........................................................68

V

Variation ................................................................... 71
Variation mode ......................................................... 71
Variation range ......................................................... 71
Vessel hull type .......................................................26
Vessel Hull Type .....................................................26
Vessel settings ........................................................68
Volume units............................................................ 70

W

Warranty .................................................................. 78
Waypoint advance.............................................48, 64
Waypoint arrival.......................................................48
Waypoint arrival alarm ............................................. 47
Waypoint arrival circle ............................................. 47
WEEE Directive........................................................ 10
Wheel Pilot .............................................................. 44
Wind Shift ................................................................64
Wind Shift Alarm ...................................................... 70
Wind speed units..................................................... 70

Wind Trim Response ............................................... 70
Wind Type ............................................................... 70
Wind vane................................................................45
Wind vane mode ................................................ 18, 51
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