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第1章：重要な情報

警告：自動操縦システムのイン
ストール
船舶のステアリングの正しい性能が安全
性にとって重要であるため、認定された
Raymarineサービス担当者がこの製品に
適合することを強くお勧めします。 認定
されたRaymarineサービス担当者がこの
製品をインストールして試運転したこと
を示すことができる場合にのみ、完全な
保証特典を受け取ります。

警告：常時監視を維持する
常に恒久的な監視を維持します。これに
より、状況に応じて対応できます。 恒久
的な監視を怠ると、あなた自身、あなた
の船、その他の人々が深刻な危険にさら
されます。

警告：安全なナビゲーションを
確保する
この製品は、ナビゲーションの補助とし
てのみ使用することを目的としており、
健全なナビゲーション判断よりも優先し
て使用しないでください。 公式の海図と
船員への通知のみが、安全な航行に必要
な最新情報をすべて含んでおり、船長は
慎重に使用する責任があります。 このま
たは他のRaymarine製品を操作する際に
は、公式の政府海図、船員への通知、注
意、適切なナビゲーションスキルを使用
するのはユーザーの責任です。

警告：潜在的な発火源
この製品は、危険/可燃性雰囲気での使
用は承認されていません。 危険/可燃性
雰囲気（エンジンルーム内や燃料タンク
の近くなど）に設置しないでください。

警告：製品の接地
この製品に電源を投入する前に、提供さ
れている指示に従って、製品が正しく接
地されていることを確認してください。

警告：ポジティブアースシステム
このユニットを正のアースを持つシステ
ムに接続しないでください。

警告：電源をオフにします
この製品の設置を開始する前に、船舶の
電源がオフになっていることを確認して
ください。 このドキュメントで指示され
ていない限り、電源をオンにした状態で
機器を接続または切断しないでくださ
い。

警告：電源電圧
この製品を指定された最大定格を超える
電源に接続すると、ユニットに永久的な
損傷を与える可能性があります。 電圧定
格については、技術仕様のセクションを
参照してください。

注意：電源保護
この製品を設置するときは、適切な定
格のヒューズまたは自動回路ブレー
カーによって電源が適切に保護されて
いることを確認してください。

注意：製品のクリーニング
製品を洗浄する場合：

• 清潔で冷たい新鮮な水で軽くすすぐか、洗い
流してください。

• 製品にディスプレイ画面がある場合、画面を
乾いた布で拭かないでください。画面を傷つ
ける可能性があります。

• 研磨剤、酸性、アンモニア、化学ベースの洗
浄剤の溶剤は使用しないでください。

• ジェットウォッシュを使用しないでくださ
い。

注意：サービスとメンテナンス
この製品には、ユーザーが修理できるコ
ンポーネントは含まれていません。 すべ
てのメンテナンスと修理は、認定された
Raymarineディーラーにお問い合わせく
ださい。 不正な修理は保証に影響する場
合があります。

水の浸入
イングレス免責事項
この製品の防水定格容量は、指定されたIPX規格
（製品の技術仕様を参照）を満たしていますが、
製品が商業的な高圧洗浄にさらされると、水の侵
入とそれに続く機器の故障が発生する可能性があ
ります。 Raymarineは、高圧洗浄を受けた製品を
保証しません。
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免責事項
Raymarineは、この製品にエラーがないこと、また
はRaymarine以外の個人または団体が製造した製品
と互換性があることを保証しません。

Raymarineは、製品の使用または使用不能、製品と
他社製製品との相互作用、またはサードパーティが
提供する製品で使用される情報の誤りによって生じ
た損害または傷害について責任を負いません。

抑制フェライト

•

•

Raymarineケーブルは事前に取り付けられているか、抑制
フェライトが付属しています。 これらは、正しいEMCパ
フォーマンスのために重要です。 フェライトがケーブルに個
別に供給されている場合（つまり、事前に取り付けられてい
ない場合）、付属の説明書を使用して、付属のフェライトを
取り付ける必要があります。

フェライトを何らかの目的（設置やメンテナンスなど）で取
り外す必要がある場合、製品を使用する前に元の位置に交換
する必要があります。

• Raymarineまたは認定ディーラーが提供する正し
いタイプのフェライトのみを使用してください。

• 複数のフェライトをケーブルに追加する必要があ
る場合、ケーブルの余分な重量によるコネクタへ
のストレスを防ぐために、追加のケーブルクリッ
プを使用する必要があります。

他の機器への接続
Raymarine以外のケーブルのフェライトの要件

Raymarineの機器をRaymarineが提供していない
ケーブルを使用して他の機器に接続する場
合、Raymarineユニットの近くのケーブルに抑制
フェライトを必ず取り付けてください。

適合宣言
Raymarine UK Ltd.は、この製品がEMC指令
2004/108 / ECの必須要件に準拠していることを宣言
します。

オリジナルの適合宣言証明書
は、www.raymarine.comの関連製品ページで見るこ
とができます。

製品の廃棄
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）指令では、廃電気電
子機器のリサイクルが必要です。

保証登録
Raymarine製品の所有権を登録するに
は、www.raymarine.comにアクセスしてオンライン
で登録してください。製品を登録して、完全な保証
特典を受けることが重要です。 ユニットパッケージ
には、ユニットのシリアル番号を示すバーコードラ
ベルが含まれています。 製品をオンラインで登録す
るときに、このシリアル番号が必要になります。 今
後の参照用にラベルを保持する必要があります。

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）および海上での生命の安全（SOLAS）運送
規則の対象外のレジャーマリンボートおよびワーク
ボートでの使用を目的としています。

技術的精度
私たちの知る限り、このドキュメントの情報は、作
成された時点で正しいものでした。 ただ
し、Raymarineは、含まれている可能性のある不正
確さまたは不作為について責任を負いません。 さら
に、継続的な製品改善のポリシーにより、予告なく
仕様が変更される場合があります。 その結
果、Raymarineは、製品とこのドキュメントの違い
について責任を負いかねます。 RaymarineのWebサ
イト（www.raymarine.com）をチェックして、製品
のドキュメントの最新バージョンがあることを確認
してください。
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第2章：ドキュメントおよび製品情報

章の内容
• 2.1ハンドブック情報（10ページ）
• 2.2製品の概要（11ページ）
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2.1ハンドブック情報
このハンドブックでは、Evolutionオートパイロット
システムのインストールについて説明します。
ハンドブックには次の情報が含まれています。
• オートパイロットシステムを計画し、必要な機器が

すべて揃っていることを確認します。
• オートパイロットシステムの一部としてEV-1と

ACU（該当する場合）をインストールして接続しま
す。

• 必要に応じてサポートを受ける。
このおよびその他のRaymarine製品のドキュメン
トは、www.raymarine.comからPDF形式でダウン
ロードできます。

Applicable products

Part number Name Description

Maximum
continuous
drive power
output

E70096 EV-1 Attitude
Heading
Reference
Sensor
(AHRS)

Not
applicable.

E70098 ACU-100 Actuator
Control Unit
(ACU)

7 A

E70374 ACU-150 Actuator
Control Unit
(ACU)

12 A

E70099 ACU-200 Actuator
Control Unit
(ACU)

15 A

E70139 ACU-300 Actuator
Control Unit
(ACU)

5 A

E70100 ACU-400 Actuator
Control Unit
(ACU)

30 A

製品ドキュメント

次のドキュメントが製品に適用されます。

ドキュメント
Description Part number
Evolution自動操縦システムのインストール手
順
EV-1姿勢ヘディングリファレンスセンサー
（AHRS）およびアクチュエータコントロー
ルユニット（ACU）を含む自動操縦システム
を計画および設置します。

87180

Evolution Drive-By-Wire（DBW）自動操縦シス
テムのインストール手順
EV-2 AHRSを含むDBW自動操縦システムを
計画およびインストールします。

87181

ACU-100およびACU-150取り付けテンプレート
ACU-100またはACU-150の表面取り付け用テン
プレート。

87192

Description Part number
ACU-200、ACU-300およびACU-400取り付けテン
プレート
ACU-200、ACU-300またはACU-400を表面実
装するためのテンプレート。

87176

EV-1およびEV-2取り付けテンプレート
EV-1 / EV-2センサーを表面または壁に取り
付けるためのテンプレート。

87170

自動操縦コントローラーのドキュメント
互換性のあるオートパイロットコントローラーを
使用したオートパイロットの試運転および操作手
順を以下に示します。

Description Part number
p70 / p70Rのインストールおよび操作手順
海洋電子機器の幅広いシステムへの接続
を含む、設置、試運転、および操作手
順。

81355

p70s / p70Rsのインストールおよび操作手
順
海洋電子機器の幅広いシステムへの接続
を含む、設置、試運転、および操作手
順。

81365

LightHouse™MFD
マリンエレクトロニクスの幅広いシステ
ムへの接続を含む、運用および自動操縦
のコミッショニング手順。

81360

すべてのドキュメントは、Raymarine Webサイト
（www.raymarine.com/manuals）からダウンロードで
きます。
オートパイロットドライブユニットのドキュメント
オートパイロットドライブユニットのインストール手
順を以下に示します。 オートパイロットドライブユ
ニットに適したドキュメントを選択してください。

Description Part number
ティラードライブのインストール手順
インストールと、次のティラードライブの
試運転の手順：
Q047

87279

ST1000 + / ST2000 +ティラードライブの所有
者ハンドブック
インストールと、次のティラー・ドライブ
のための試運転の手順：
A12004、A12005

81130

ホイールドライブのインストール手順
次のホイールドライブのインストールおよ
び試運転の手順：
E12093

87287

常時稼働油圧ポンプのインストール手順
以下の常時稼働油圧ポンプの設置および試運
転手順：
E12171、E12172

87039
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Description Part number
油圧リニアドライブのインストール手順
次の油圧リニアドライブの設置および試運
転の手順：
E12207、E12208、M81202、M81203

81177

油圧ポンプの取り付け手順
E12139、M81119、M81120、M81121、M81122、
M81123、M81124の油圧ポンプの取り付けおよ
び試運転の手順

81178

メカニカルリニアドライブのインストール
手順
次の機械的リニアドライブのインストール
および試運転の手順：
M81130、M81131、M81132、M81133、
M81134

81175

ロータリードライブのインストール手順
次のロータリードライブのインストールお
よび試運転の手順：
M81135、M81136、M81137

81174

IO Sternドライブのインストール手順
次のスターンドライブのインストールと試
運転の手順：
M81138、E12019

81176

ユニバーサルIOスターンドライブのインス
トール手順
次のスターンドライブのインストールと試
運転の手順：
E12026

81180

すべてのドキュメントは、Raymarine Webサイ
ト（www.raymarine.com/manuals）からダウン
ロードできます。
SeaTalkng®ドキュメント
Description Part number
SeaTalkng®リファレンスマニュアル
SeaTalkng®ネットワークをベースにしたシ
ステムの計画と接続。

81300

SeaTalk —SeaTalkng®コンバーターのインス
トール手順
SeaTalk —SeaTalkng®コンバーターのイン
ストールと接続。

87121

2.2製品の概要
Evolutionは、船舶のステアリングシステムの自動操縦制
御を可能にする電子コンポーネントのシステムです。
互換性のあるオートパイロットコントローラーと組み合
わせて、Evolutionコンポーネントを使用すると、船舶の
ステアリングシステムを直接制御し、ナビゲーションコ
マンドなどを提供できます。
たとえば、あらかじめ決められたトラックとウェイポイ
ント。
Evolutionシステムには、インストールを簡単にし、セッ
トアップを最小限に抑えるための多くの機能がありま
す。

• 柔軟な取り付けオプション— EVセンサーは、マ
スト、壁、または他の垂直面に取り付けるため
に、フラットデッキまたはブラケットに水平に取
り付けることができます。

注：EVセンサーの前面にある矢印は、船舶の
中心線と平行であり、船舶の船首に向かって
いる必要があります。

•

•

シンプルな接続—すべてのEvolutionシステムコン
ポーネントは、単一のSeaTalkng®バックボーンに
接続されます。
高精度—すべての条件で、±2度以内の正確な
コースキーピング。

• 内蔵の方位と姿勢センサー—追加のフラックス
ゲートコンパスは不要です。

• 自動セットアップ—キャリブレーションは不要で
す。 既存の自動操縦で必要な、ラダーゲイン、
ラダーダンピング、カウンターラダー、およびコ
ンパスキャリブレーション設定は不要になりまし
た。

Evolutionシステムは、次のコンポーネントで
構成されています。
Component Purpose
EV-1ユニットAHRS
（姿勢方位基準センサー）

姿勢9軸センサーを組み込ん
だ、主要な方位センサーと
コースコンピューター。 こ
のセンサーは、既存の自動
操縦システムで一般的なフ
ラックスゲートコンパスに
代わるものです。

ACU（アクチュエーター
制御装置）

船舶のステアリングシステ
ムに直接接続するための主
電源と駆動用電子機器を収
容しています。
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必要な追加コンポーネント

自動操縦システムを完成させるには、Evolutionコン
ポーネントに加えて、次のコンポーネントとデータ
ソースが必要です。
必須：
• 互換性のある自動操縦コントローラー（3.4互換の
自動操縦コントローラーを参照）。
• ご使用の船舶に適した駆動ユニットとEvolution
EVおよびACUユニット（3.5駆動ユニットを参
照）。
• ACU電源ケーブル（付属していません）。
• SeaTalkng®バックボーン。

推奨：
• 互換性のある速度データソース。 オートパイロッ
トは、ナビゲーションに関連する計算を行うときに
速度データを使用します。 少なくとも、この情報
は、SOG（Speed Over Ground）データを提供する
GNSS受信機、または理想的には専用の速度センサー
から取得する必要があります。
• 互換性のある風データソース（帆船にのみ必
要）。 オートパイロットは、風向計のデータを使用
して、指定された風向角を基準に操縦します。 この
データは、SeaTalkng®バックボーンに接続されたア
ナログ風トランスデューサーから取得する必要があ
ります。
• 舵角センサー。 最適な自動操縦性能を確保するた
めに、舵参照ユニットの使用を強くお勧めします。

注：上記のシステムコンポーネントは、自動操縦シス
テムと組み合わせて使用すると最適なパフォーマンス
を提供するのに役立つため、「推奨」されます。
「必須」コンポーネントがリストされています。 ただ
し、これら
「推奨」コンポーネントは、すべての自動操縦製品ま
たはシステムパックに含まれているわけではありませ
ん。 オートパイロットシステムに含まれるコンポーネ
ントの完全なリストについては、Raymarine Webサイ
トまたはお近くの販売店をご覧ください。

Optional:
• 位置データソース–自動操縦は、ルートを追跡

し、操縦する最適なコースを計算するときに位置
データを使用します。 このデータは通
常、SeaTalkng®バックボーン上のGNSS受信機
によって提供されます。

SeaTalkng®
SeaTalkng®（次世代）は、互換性のある海洋計器お
よび機器を接続するための拡張プロトコルです。 こ
れは、古いSeaTalkおよびSeaTalk2プロトコルを置
き換えます。
SeaTalkng®は、互換性のある機器がスパーを使用し
て接続する単一のバックボーンを利用します。 デー
タと電力はバックボーン内で運ばれます。 低電流の
デバイスにはネットワークから電力を供給できます
が、高電流機器には個別の電源接続が必要です。
SeaTalkng®は、NMEA 2000および実績のあるCAN
バステクノロジーに対する独自の拡張機能です。 互
換性のあるNMEA 2000とSeaTalkおよびSeaTalk2デ
バイスも、必要に応じて適切なインターフェイスま
たはアダプターケーブルを使用して接続できます。

複数データソース（MDS）の概要
システムにデータソースの複数のインスタンスが含
まれる場合、優先データソースが自動的に選択され
ます。 システムの優先ソースは優先ソースではない
場合があります。データの競合が発生している場合
は、優先データソースを手動で選択できます。
MDSを使用すると、次のデータタイプの優先ソース
を選択できます。

• GNSSポジション
• GNSSデータム
• 時刻と日付
• ヘディング
• 深さ
• 速度
• 風

この演習は通常、初期インストールの一部として、
または新しい機器が追加されたときに完了します。
MDSを使用するには、上記のデータソースを使用す
るシステム内のすべての製品がMDSに準拠している
必要があります。 システムは、MDSに準拠していな
い製品を報告します。 これらの製品のソフトウェア
をアップグレードして、準拠させることができま
す。 

Raymarine Webサイト（www.raymarine.com）にア
クセスして、製品の最新のソフトウェアを入手して
ください。
製品でMDS準拠のソフトウェアが利用できず、シス
テムの優先データソースを使用したくない場合は、
システムから準拠していない製品を削除する必要が
あります。 その後、好みのデータソースを選択でき
るはずです。
注：優先データソースの設定が完了したら、非
準拠製品をシステムに追加できる場合がありま
す。

複数のデータソースの例外
Evolutionシステムでは、特定の種類のデータの
複数のソースの処理には多くの重要な例外があり
ます。
具体的には：

• 方位データ—方位データの非進化ソースがユー
ザーによって指定された場合、Evolutionシステム
コンポーネントは、この方位データを独自のジャ
イロおよび加速度計データと組み合わせて、改善
された方位データを使用します。 この組み合わさ
れた見出しデータは、SeaTalkng®バス上の他の
機器でも利用できます。

• 舵角データ—舵参照情報のソースが複数ある場
合、Evolutionシステムコンポーネントは、ACUに
直接接続されていない舵参照ユニットからの舵角
入力を無視します。
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第3章：インストールの計画

章の内容
• 3.1 インストールチェックリスト(14ページ)
• 3.2付属部品（14ページ）
• 3.3ソフトウェアの更新(15ページ)
• 3.4互換性のある自動操縦コントローラー（16ページ）
• 3.5互換ドライブユニット(17ページ)
• 3.6システムの例（19ページ）
• 3.7警告および注意事項（21ページ）
• 3.8場所の選択（21ページ）
• 3.9製品の寸法（23ページ）
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3.1インストールのチェックリスト
インストールには、次のアクティビティが含まれます。

Installation Task
1 システムを計画します。
2 必要なすべての機器とツールを入手します。
3 すべての機器を設置します。
4 すべてのケーブルを配線します。
5 ケーブルと取り付け穴を開けます。
6 すべての機器に接続します。
7 すべての機器を所定の場所に固定します。
8 システムの電源を入れてテストします。

回路図
スケマティックダイアグラムは、インストールの計
画に不可欠です。 また、将来のシステムの追加やメ
ンテナンスにも役立ちます。 図には以下を含める必
要があります。
•すべてのコンポーネントの場所。
•コネクタ、ケーブルの種類、ルート、および長さ。

3.2 付属品
付属品 — EV-1 and EV-2

Item Description Quantity
1 Mounting trim. 1
2 EV-1 / EV-2. 1
3 Sealing ring. 1
4 Mounting tray. 1
5 Sealing ring. 1
6 Wall mounting bracket. 1
7 Screws for deck or bracket

mounting.
4

8 Screws for wall bracket. 3
9 Document pack. 1
10 1m (3.3ft) SeaTalkng spur cable. 1

付属品 — ACU-100, ACU-150

Item Description Quantity
1 ACU unit 1
2 Documentation pack 1
3 Screws (pan head type) 2
4 SeaTalkng® spur to bare wires

cable 1 m (3.3 ft)
1
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付属品 — ACU-200, ACU-300, 
ACU-400

Item Description Quantity
1 ACU unit. 1
2 ラダー参照ユニット（提供されている

場合。提供されている部品のリストに
ついては、別のインストールシートを
参照してください）。

1

3 Cable ties. 10
4 Mounting screws 2
5 Document pack 1

3.3ソフトウェアの更新
製品で実行されているソフトウェアを更新できます。

• Raymarineは定期的にソフトウェアの更新をリ
リースして、製品のパフォーマンスを改善し、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
のある多機能ディスプレイ（MFD）を使用して更
新できます。

• 特定の製品の最新のソフトウェアアップデートお
よび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:
•

•

製品に関する潜在的なソフトウェア関連の問題を防ぐため
に、関連する更新手順を常に慎重に、記載されている順序
で実行してください。

製品ソフトウェアを更新するための正しい手順について疑
問がある場合は、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：ソフトウェアのインストールアップデート
ソフトウェアの更新プロセスは、自己の責任に
おいて行ってください。 更新プロセスを開始す
る前に、重要なファイルがバックアップされて
いることを確認してください。
ユニットに信頼性の高い電源があり、更新プロ
セスが中断されていないことを確認してくださ
い。
不完全な更新による損傷は、Raymarineの保証の
対象外です。
ソフトウェア更新パッケージをダウンロードす
ることにより、これらの条件に同意したことに
なります。
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3.4互換性のある自動操縦コントローラー
オートパイロットシステムを操作するに
は、SeaTalkng®オートパイロットコントロー
ラーが必要です。 SeaTalk自動操縦コントロー
ラーは、SeaTalkを介してSeaTalkng®コンバー
ターに接続した場合に使用できますが、機能が
制限される場合があります。
複数の自動操縦コントローラーを使用して、自
動操縦システムを制御できます。

SeaTalkng®Autopilotコントローラー

Product name
p70s

p70Rs

p70

p70R

ST70

ST70+

LightHouse™ MFD

SeaTalk®オートパイロットコントローラー
Product name
ST6002

ST7002

ST8002

Product name
SmartController
（繰り返しコント
ローラーのみ）

S100リモート
（繰り返しコント
ローラーのみ）
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3.5互換性のあるドライブユニット
ドライブユニットは、船舶のステアリングシステムと連動します。 必要なドライブの種類は、船舶の種類
と関連するステアリングシステムの容量によって異なります。
Raymarineオートパイロットシステムは、油圧式、機械式、および動力支援の船尾駆動システムに対応し
ています。

ドライブカテゴリ Available types
Suitable
ACU

* Max
output

Type 0.5 ACU-100 7 A
Type 1 12 V dc のみ ACU-150 12 A
Type 1 12 V / 24 V dc ACU-200 15 A
Type 2 ACU-400 30 A
Type 3 ACU-400 30 A

油圧ポンプ
Raymarineオートパイロットは、油圧ステアリングシステムの容量に合わせた頑
丈な油圧ポンプを使用して、油圧ステアリングシステムに接続します。
適切なポンプを見つけるには、船内エンジンを搭載した船舶の舵または船外エ
ンジンを搭載した船舶の駆動ユニットに取り付けられた油圧シリンダーラムの
サイズ（cc）を知る必要があります。 この情報については、ステアリングシス
テムのマニュアルを参照してください。 または、シリンダーラム自体でブラン
ドとモデル番号を調べることができます。
この図を入手したら、Raymarine Webサイトのシリンダーラムサイズチャート
を参照して、どの油圧自動操縦ポンプが船舶の油圧ステアリングシステムと互
換性があるかを判断します。http：//www.raymarine.co.uk/view/？id = 209

コンスタントラ
ンニングポンプ
(ソレノイド)

ACU-300 5 A

Type 2（最大排
気量22,000 Kgの
船舶の場合）

ACU-400 30 A
機械式油圧リニアドライブ

20,000 kgを超える大型の機械操縦船用に設計された油圧リニアドライブは、
反転ポンプ、リザーバー、および油圧ラムで構成されています。
油圧式リニア駆動ユニットは、独立したティラーアームを介してラダース
トックに接続します。 ステアリングシステムメーカーの付属品が必要になる
場合があります。 船の操舵システムは、舵から後進できる必要があります。
正しいドライブの選択は、船舶の最大排気量に依存します。 さらに、船舶の
フィッティング構造とティラーアーム（またはラダークアドラント）の両方
が、油圧リニアドライブによって生成される推力のピークレベルに対応でき
る必要があります。 ピーク推力データについては、油圧リニアドライブの取
り付け手順の技術仕様セクションを参照してください。

Type 3 （最大排
気量35,000 Kgの
船舶の場合）

ACU-400 30 A

Type 1 （最大排
気量が11,000 Kg
の船舶の場合）

ACU-200 15 A

Type 2 Short 
（最大排気量
15,000 Kgの船
舶の場合）

ACU-400 30 A

メカニカルリニアドライブ

帆船で使用される機械式リニアドライブは、ティラーアームまたはラダーク
アドラントを押すことでラダーを直接移動します。
正しいドライブの選択は、船舶の最大排気量に依存します。

Type 2 Long 
（最大変位が
20,000 Kgの船
舶の場合）

ACU-400 30 A

Type 1 （最大排
気量が11,000 Kg
の船舶の場合）

ACU-200 15 A
メカニカルロータリードライブ

ヘルム位置からチェーンとスプロケットを介して駆動できる動力および帆船シ
ステム向けに設計されています。 ケーブルとロッド。
オプションのドライブスプロケットとステアリングチェーンの変更が必要にな
る場合があります。 正しいドライブの選択は、船舶の最大排気量に依存しま
す。.

Type 2 （最大変
位が20,000 Kgの
船舶の場合）

ACU-400 30 A
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Drive category Available types
Suitable
ACU

* Max
output

ユニバーサルスターンドライブ
ケーブルパワーアシストステアリングを備えた船内/船外（I / O）船での使用向け。

ACU-200 15 A

ホイールドライブ—パワー（スポーツドライブ）

ヘルム位置から直接駆動できるステアリングシステムを備えた小型のパワー船
向けに設計されています。

Power （最大
排気量2,000 Kg
の機械式操
船）、または
最大変位3,181 
Kgの油圧式操
船）

ACU-200 15 A

ホイールドライブ—セール

ヘルム位置から直接駆動できるステアリングシステムを備えた小型帆船用
に設計されています。

Sail （最大排気量
7,500 Kgの船舶の
場合）

ACU-100 7 A

ティラードライブ

小型の舵取り帆船用に設計されています。

Plus Tiller（最大排
水量6,000 Kgの船
舶の場合）

ACU-100 7 A

注意：
* ACUがサポートする最大連続出力を駆動します。

Note:
• 船舶の排水量を決定するときは、燃料、ギア、食糧、人員の追加重量を考慮して、船舶の排水量に常に20％を

加算してください。

• 前の表に記載されている情報は、ガイダンスのみを目的としています。 ご使用の船舶の正しいドライブユニッ
トについて疑問がある場合は、RaymarineテクニカルサポートまたはRaymarine正規代理店にお問い合わせく
ださい。
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3.6 システム例
例：Evolution最小システム
ACU-100、ACU-150

1. 12 V DC電源（SeaTalkng®に電力を供給）
2. EV-1センサー
3. 自動操縦コントローラー
4. SeaTalkng®バックボーン
5. SeaTalkng®5ウェイブロック
6. ドライブユニット（例）
7. 12 V DC電源（ACUに電力を供給する）
8. ACU

例：Evolution推奨システム
ACU-100、ACU-150

1. 12 V DC電源（SeaTalkng®に電力を供給）
2. EV-1
3. 風向変換器（帆船にのみ必要）
4. 速度データソース：

a. 速度変換器（STW）、または
b. GNSSレシーバー（SOG）

5. iTC-5
6. 12 V DC電源（ACUに電力を供給する）
7. 自動操縦コントローラー
8. ACU
9. ドライブユニット（例）
10. 舵基準トランスデューサ
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例：Evolution最小システム
ACU-200、ACU-300、ACU-400

1. 自動操縦コントローラー
2. EV-1センサー
3. SeaTalkng®バックボーン
4. 12 V / 24 V DC電源（ACUおよびSeaTalkng®

バックボーンに電力を供給）
5. ACU
6. SeaTalkng®5方向ブロック
7. ドライブユニット（例）

例：Evolution推奨システム
ACU-200、ACU-300、ACU-400

1. 自動操縦コントローラー
2. EV-1
3. 風向変換器（帆船にのみ必要）
4. 速度データソース：

a. 速度変換器（STW）、または
b. GNSSレシーバー（SOG）

5. iTC-5
6. 12 V / 24 V dc電源（ACUおよびSeaTalkng®

バックボーンに電力を供給）
7. ACU
8. ドライブユニット（例）
9. ラダー基準トランスデューサ
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3.7 警告と注意
重要：先に進む前に、このドキュメントの第1
章「重要な情報」セクションに記載されている
警告と注意を読み、理解したことを確認してく
ださい。

3.8 場所の選択

警告：潜在的な発火源
この製品は、危険/可燃性雰囲気での使
用は承認されていません。 危険/可燃性
雰囲気（エンジンルーム内や燃料タンク
の近くなど）に設置しないでください。

場所の要件— EV–1およびEV–2
インストール場所では、次の要件を考慮する必要
があります。

•ユニットはデッキの上または下に設置できます。

•ユニットは水平面に設置する必要があります。 ユ
ニットは直立または上下逆さまに取り付けることが
できますが、ユニットはピッチ5°およびロール5°
以内のレベルである必要があります（静止時および
通常搭載時の船舶の中立位置と比較）

1.ロール
2.ピッチ

• ユニットは、付属のブラケットを使用して、バル
クヘッドやマストなどの垂直面に取り付けること
ができます。

• ユニットの位置は、コンパスや電気ケーブルなど
の磁気干渉源から少なくとも1 m（3フィート）離
れている必要があります。

• ユニットが物理的な損傷や過度の振動から安全で
ある場所を選択してください。

• ユニットに荷重や力が加わらない場所を選択して
ください。

• 熱源や燃料蒸気などの可燃性の危険物から離して
設置してください。

• ユニットは、診断LEDが見える場所に取り付ける
必要があります。

• ユニットの上部にあるLED「矢印」が船の船首に
向くようにユニットを取り付け、船の縦軸（中心
線）と平行に配置する必要があります。
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1.船舶の縦軸

場所の要件— ACU
インストール場所では、次の要件を考慮する必要
があります。

• ACU-200、ACU-300、ACU-400 —デッキの下
の乾燥した場所に設置してください。

• ACU-100、ACU-150 —デッキの上または下に
取り付けます。

• ユニットは垂直面に取り付ける必要がありま
す。

• ユニットは、できるだけバッテリーの近くに
配置する必要があります。

• ユニットが物理的な損傷や過度の振動から安
全である場所を選択してください。

• ユニットに荷重や力が加わらない場所を選択し
てください。

• 熱源や燃料蒸気などの可燃性の危険物から離し
て設置してください。

• ユニットは、診断LEDが見える場所に取り付ける
必要があります。

コンパスの安全な距離
船舶の磁気コンパスとの潜在的な干渉を防ぐため
に、製品から十分な距離を保つようにしてくださ
い。製品に適した場所を選択するときは、コンパス
から可能な最大距離を維持することを目指してくだ
さい。 通常、この距離は、すべての方向で少なくと
も1 m（3フィート）でなければなりません。 ただ
し、一部の小型船舶では、コンパスから遠く離れた
場所に製品を配置できない場合があります。 この状
況では、製品の設置場所を選択するときに、電源が
入った状態でコンパスが製品の影響を受けないよう
にしてください。

EMCインストールガイドライン
Raymarineの機器とアクセサリーは、適切な電磁両
立性（EMC）規制に準拠しており、機器間の電磁干
渉を最小限に抑え、

そのような干渉がシステムのパフォーマンスに与え
る影響を最小限に抑えます。

注：極端なEMC干渉の領域では、製品に若干の干
渉が見られる場合があります。これが発生した場
合、製品と干渉の発生源はより大きな距離で分離
する必要があります。

最適なEMCパフォーマンスを得るために、可能
な限り以下を推奨します。
• Raymarine機器とそれに接続されるケーブルは次のと

おりです。

‒無線信号を伝送する機器またはケーブルから少なくと
も1m（3フィート）。 VHFラジオ、ケーブル、アンテ
ナ。 SSB無線の場合、距離を7フィート（2 m）に増や
す必要があります。

‒レーダービームの経路から2m（7フィート）以上。 
レーダービームは通常、放射素子の上下20度に広がる
と想定できます。

• 製品は、エンジンの始動に使用されるバッテリーとは
別のバッテリーから供給されます。 これは、エンジン
の始動に別のバッテリーがない場合に発生する可能性
のある不安定な動作とデータ損失を防ぐために重要で
す。

• Raymarine指定のケーブルが使用されています。
• 設置マニュアルに詳細が記載されていない限り、ケー

ブルは切断または延長されません。

注：設置上の制約により上記の推奨事項のいずれ
かが妨げられる場合は、常に、電気機器の異なる
アイテム間で可能な限り最大限の分離を確保し、
設置全体を通じてEMC性能に最適な条件を提供し
ます
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3.9 製品の寸法

EV–1およびEV–2

ACU-100、ACU-150

ACU-200、ACU-300、ACU-400
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第4章：ケーブルと接続

章の内容
• 4.1ページの一般的なケーブル接続ガイダンス
• 4.2 EV接続（26ページ）
• 4.3ページの4.3 ACU-100、ACU-150接続
• 4.4ページの4.4 ACU-200、ACU-300、ACU-400接続
• 41ページの4.5SeaTalk®パイロットコントローラーの接続
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4.1一般的なケーブル配線ガイダンス

ケーブルの種類と長さ
適切なタイプと長さのケーブルを使用することが
重要です
• 特に明記しない限り、Raymarineが提供する正しいタ

イプの標準ケーブルのみを使用してください。
• Raymarine以外のケーブルが正しい品質とゲージであ

ることを確認します。 たとえば、長い電源ケーブルの
配線では、配線に沿った電圧降下を最小限に抑えるた
めに、より大きなワイヤゲージが必要になる場合があ
ります。

配線ケーブル
パフォーマンスを最大化し、ケーブルの寿命を延ばす
ために、ケーブルを正しく配線する必要があります。

• ケーブルを過度に曲げないでください。 可能な限
り、最小曲げ直径200 mm（8インチ）/最小曲げ半
径100 mm（4インチ）を確保してください。

• すべてのケーブルを物理的な損傷および熱への暴
露から保護します。 可能な場合は、トランキング
またはコンジットを使用してください。 ケーブル
をビルジや戸口に通したり、動いている物体や熱
い物体の近くに通したりしないでください。

• タイラップまたはひもを使用して、ケーブルを所
定の位置に固定します。 余分なケーブルを巻き取
り、邪魔にならないように結びます。

• ケーブルが露出したバルクヘッドまたはデッキ
ヘッドを通過する場合、適切な防水フィードス
ルーを使用します。

• ケーブルをエンジンや蛍光灯の近くに配線しない
でください。

データケーブルは常に次の場所から可能な限り遠
くに配線してください。

• その他の機器とケーブル、
• ACおよびDC電力線を運ぶ高電流、
• アンテナ

ストレインリリーフ
適切なストレインリリーフが提供されていることを
確認します。 コネクタを過酷な状態から保護し、
極端な海況下で抜けないようにします。

ケーブルシールド
すべてのデータケーブルが適切にシールドされてい
ることを確認してください。ケーブルシールドが損
なわれていないことを確認してください（たとえ
ば、狭い場所で絞って擦り取られていない）。

4.2 EV接続
接続の概要 — EV-1およびEV-2

1. SeaTalkng®
2. DeviceNet

重要：
DeviceNetポートは、EV-2でのみ使用されます。 EV-1
ユニットのこのポートを接続しないでください。

SeaTalkng®ケーブルの接続

1. ユニットのロックカラーをロック解除位置まで
回転させます。

2. ケーブルのコネクタの向きが正しいことを確認
します。

3. ケーブルコネクタを完全に挿入します。
4. ロック位置になるまで、ロックカラーを時計回

りに回します（2クリック）。
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電源接続— EV-1
EV-1ユニットの電力は、SeaTalkng®バック
ボーンによって提供されます。
– •EV-1ユニットは、SeaTalkng®バックボーンの

スパー接続に接続する必要があります。
– •SeaTalkng®には1つの12 V DC電源が必要で

す。 これは次の方法で提供できます。
– ‒バッテリー
– ‒同じSeaTalkng®バックボーンに電力を提供す

るEvolution ACU‒200、ACU-300または
ACU-400。

船舶の電源が24 Vの場合、適切な電圧変換器が必
要です。

警告：ポジティブアースシステム
このユニットを正のアースを持つシス
テムに接続しないでください。

SeaTalkng®電源接続ポイント
小規模システム
バックボーンの長さが60 m（197フィート）以下の
場合、電源接続ポイントはバックボーンの任意のポ
イントに接続できます。

大規模システム
バックボーンの長さが60 m（197フィート）を超え
る場合、電源接続ポイントは、バックボーンの各側
からバランスの取れた電流が流れるポイントに接続
する必要があります。 Load Equivalency 
Number（LEN）は、システムの電源接続ポイント
を決定するために使用されます。

上記の例では、システムの全体的なLENは10である
ため、最適な接続ポイントは、接続ポイントの両側
に5 LENを持つことです。

インラインヒューズとサーマルブレーカーの定格
SeaTalkng®ネットワークの電源には、インライン
ヒューズまたはサーマルブレーカーを取り付ける必
要があります。
インラインヒューズ定格 サーマルブレーカー定格

5 A 3 A（1つのデバイスの
みを接続する場合）

注意：
サーマルブレーカーに適したヒューズ定格は、
接続するデバイスの数によって異なります。 疑
わしい場合は、認定Raymarineディーラーにご
相談ください。

SeaTalkng®システムの読み込み
SeaTalkng®システムの最大負荷/ LENは、バッ
クボーンの長さに依存します。

ローディングタイプ バックボーンの長さ 合計LEN
不均衡 20 m (66 ft) 40
不均衡 40 m (131 ft) 20
不均衡 60 m (197 ft) 14
バランス 60 m (197 ft) or

less
100

バランス 80 m (262 ft) 84
バランス 100 m (328 ft) 60
バランス 120 m (394 ft) 50
バランス 140 m to 160 m

(459 ft to 525 ft)
40

バランス 180 m to 200 m
(591 ft to 656 ft)
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配電—SeaTalkng®
推奨事項とベストプラクティス
• 承認されたSeaTalkng®電源ケーブルのみを使用してく

ださい。 別の製品用に設計された、または別の製品に
付属の電源ケーブルを使用しないでください。

• 一般的な配電シナリオの実装の詳細については、以下
を参照してください。

重要：
計画と配線の際には、システム内の他の製品を考
慮してください。その一部（ソナーモジュールな
ど）は、船舶の電気システムに大きな電力需要の
ピークをもたらす可能性があります。

注意：
以下に示す情報は、製品を保護するためのガイダ
ンスにすぎません。 一般的な船舶の電力配置を
カバーしていますが、すべてのシナリオをカバー
しているわけではありません。 正しいレベルの
保護を提供する方法がわからない場合は、認定
Raymarineディーラーまたは適切な資格を持つ専
門の海洋電気技師にご相談ください。

実装—バッテリーへの直接接続
•

•

SeaTalkng®電源ケーブルは、適切な定格の
ヒューズまたはブレーカーを介して、船舶のバッ
テリーに直接接続できます。
赤いワイヤーとバッテリーのプラス端子の間に適
切な定格のヒューズまたはブレーカーを取り付け
る必要があります。

• 製品のドキュメントに記載されているインラ
インヒューズ定格を参照してください。

Cables and connections

27



• 電源ケーブルの長さを延長する必要がある場合は、
適切な定格のケーブルを使用し、SeaTalkng®バック
ボーンの電源接続で十分な電力（12 V dc）が利用可
能であることを確認してください。

A バッテリー接続シナリオA：共通のRF接地点を
持つ船舶に適しています。 このシナリオで
は、製品の電源ケーブルに別のドレインワイ
ヤが付属している場合、船舶の共通の接地点
に接続する必要があります。

B バッテリー接続シナリオB：共通の接地点の
ない船舶に適しています。 この場合、製品の
電源ケーブルに別のドレインワイヤが付属し
ている場合は、バッテリーのマイナス端子に
直接接続する必要があります。

実装—配電盤への接続

•

•

または、SeaTalkng®電源ケーブルを適切なブ
レーカーに接続するか、船舶の配電盤または工場
に設置された配電ポイントのスイッチに接続しま
す。

配電ポイントには、8 AWG（8.36 mm2）ケーブ
ルで船舶の主電源から給電する必要があります。

• 理想的には、すべての機器は、適切な定格の個別
のサーマルブレーカーまたはヒューズに適切な回
路保護で配線する必要があります。 これが不可能
で、機器の複数のアイテムがブレーカーを共有し
ている場合は、各電源回路に個別のインライン
ヒューズを使用して、必要な保護を提供します。

• いずれの場合も、製品のドキュメントに記載され
ている推奨ブレーカー/ヒューズ定格を遵守してく
ださい。

• 電源ケーブルの長さを延長する必要がある場合
は、適切な定格のケーブルを使用し、SeaTalkng®
バックボーンの電源接続で十分な電力（12 V 
dc）が利用可能であることを確認してください。

重要：
サーマルブレーカーまたはヒューズの適切な
ヒューズ定格は、接続するデバイスの数に依
存することに注意してください。

詳しくは
次の規格で詳述されているように、すべての船舶
の電気設備でベストプラクティスに従うことをお
勧めします。

• ボートでの電気および電子設備のBMEA行動規範
• NMEA 0400インストール標準
• ABYC E-11ボートのACおよびDC電気システム
• ABYC A-31バッテリー充電器およびインバーター
• ABYC TE-4雷保護

ブレーカーを共有する
複数の機器がブレーカーを共有する場合、個々の回
路を保護する必要があります。 例えば、 各電源回路
にインラインヒューズを接続します。

1 Positive (+) bar
2 Negative (-) bar
3 Circuit breaker
4 Fuse

これが不可能な場合は、個々の保証を使用して必要
な保護を提供してください。可能な場合は、機器の
個々のアイテムを個々の回路ブレーカーに接続しま
す。
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4.3 ACU-100、ACU-150接続
接続の概要 — ACU-100、ACU-150

1. SeaTalkng®接続
2. ラダー参照接続
3. 電源接続
4. RFグランド接続（ドレインコンダク

タ）
5. モーター（ドライブ）接続

接続する
自動操縦システムのさまざまなコンポーネント
を接続する方法については、次のセクションを
参照してください。
• 5.1 EVおよびACUのインストール手順
• パイロットコントローラーのドキュメント
• ドライブユニットのインストールドキュメント

電源接続— ACU-100、ACU-150
ACU-100およびACU-150への電源は、適切に融着
され定格のある電源から供給される必要がありま
す。

1. ACU-100、ACU-150電源接続パネル
2. 船舶配電盤

電源接続の色
Color Description

A Red Power in Positive (+)
12 V dc

B Black Power in Negative (–)
0 V dc

警告：ポジティブアースシステム
このユニットを正のアースを持つシステ
ムに接続しないでください。

ヒューズと回路保護
自動操縦システムには3つのレベルの電源保護があ
ります。 ドライブ（モーター）および関連するケー
ブルは、ACUハードウェアおよびソフトウェア内の
電流検出および失速状態検出によって最初に保護さ
れます。 ユニットの主電源ヒューズによって、これ
らの部品とACUコンポーネントに第2レベルの保護
が提供されます。 オートパイロットシステム全体と
メインの配電盤への配線の保護は、船舶のサーキッ
トブレーカー/ヒューズによって提供されます。

電源回路保護
ACUに適したヒューズまたは回路ブレーカーを使用
して、配電盤のEvolutionシステムの電源を保護しま
す。 ガイダンスについては、ACUコネクタパネルに
記載されている主電源ヒューズの定格を参照してく
ださい。 疑わしい場合は、地元の販売店にご相談く
ださい。

内部ヒューズ
ACUは、標準の自動車用ブレードヒューズを使用し
ます。 スペアヒューズは、取り外し可能なカバーの
下側にあります。

注意：
わかりやすくするために、上の図では電源と
ヒューズ関連の接続のみを示しています。

1.電源ヒューズ（取り外し可能なカバーからアクセ
ス可能）
2.SeaTalkng®ヒューズ（ACUからSeaTalkng®バッ
クボーンへのヒューズ電源）
3.電源ヒューズ（システムが消費する総電力のラベ
ルが付いています）
ヒューズ定格
SeaTalkng® 3 A
ACU-100 10 A
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ACU-150 15 A
ACU-200 20 A
ACU-300 15 A
ACU-400 40 A

接地—専用のドレイン線が必要

この製品には、船舶のRF接地点に接続するための
専用のドレイン導体（スクリーン）が含まれていま
す。
有効なRFグランドをユニットに接続することが重要
です。 ユニットは、ドレイン導体（スクリーン）
を船舶のRF接地点に接続することにより接地できま
す。 RF接地システムのない船舶では、ドレイン導
体（スクリーン）をバッテリーのマイナス端子に直
接接続する必要があります。
DC電源システムは次のいずれかでなければなりま
せん。

• •負の接地、負のバッテリー端子を船舶の接地に
接続。 

• •フローティング、どちらのバッテリー端子も船
舶の地面に接続されていない。

複数のアイテムが接地を必要とする場合、それらは
最初に単一のローカルポイント（たとえば、スイッ
チパネル内）に接続され、このポイントは適切な定
格の単一の導体を介して船舶の共通RFグラウンドポ
イントに接続されます。

実装

グランドへのパスの推奨最小要件は、30A定格
（1/4インチ）以上の平らな錫メッキ銅編組による
ものです。 これが不可能な場合は、次の定格の同等
の撚り線導体を使用できます。

• 1m（3フィート）未満の走行では、6mm2（＃
10 AWG）以上を使用します。

• 1m（3フィート）を超える距離では、8
mm2（＃8 AWG）以上を使用します。

接地システムでは、接続する編組またはワイヤの長
さを常にできるだけ短くしてください。

参照資料
• ISO10133 / 13297
• BMEAの実践規範
• NMEA 0400

配電— ACU
推奨事項とベストプラクティス
• 製品には電源ケーブルは付属していません。 電源

ケーブルの要件については、電源ケーブルとドラ
イブケーブルのセクションを参照してください。

• 製品の電源ケーブルのワイヤを識別する方法と、
それらを接続する場所の詳細については、電源接
続のセクションを参照してください。

• 一般的な配電シナリオの実装の詳細については、
以下を参照してください。

重要：
計画と配線の際には、システム内の他の製品を考
慮してください。その一部（ソナーモジュールな
ど）は、船舶の電気システムに大きな電力需要の
ピークをもたらす可能性があります。

注意：
以下に示す情報は、製品を保護するためのガイダ
ンスにすぎません。 一般的な船舶の電力配置を
カバーしていますが、すべてのシナリオをカバー
しているわけではありません。 正しいレベルの
保護を提供する方法がわからない場合は、認定
Raymarineディーラーまたは適切な資格を持つ専
門の海洋電気技師にご相談ください。

実装—バッテリーへの直接接続
• ユニットは、適切な定格のヒューズまたはブレーカーを介し

て、船舶のバッテリーに直接接続できます。
• ユニットに個別のRFグラウンド（ドレイン）接続が必要ない

場合は、電源ケーブルの赤と黒のワイヤのみを接続する必要
があります。

•

•

赤いワイヤーとバッテリーのプラス端子の間に適切な定
格のヒューズまたはブレーカーを取り付ける必要があり
ます。
製品のドキュメントに記載されているインラインヒュー
ズ定格を参照してください。

A バッテリー接続シナリオA：共通のRF接地点
を持つ船舶に適しています。 このシナリオ
では、製品に個別のRFグラウンド（ドレイ
ン）接続が必要な場合は、船舶の共通グラウ
ンドポイントに接続する必要があります。

B バッテリー接続シナリオB：共通の接地点の
ない船舶に適しています。 この場合、製品
に別のRFグラウンド（ドレイン）接続が必
要な場合は、バッテリーのマイナス端子に
直接接続する必要があります。

実装—配電盤への接続
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• あるいは、ユニットの電源接続を適切なブレー
カーに接続するか、船舶の配電盤または工場で取
り付けられた配電ポイントのスイッチに接続する
こともできます。

• 配電ポイントには、8AWG（8.36mm2）ケーブル
で船舶の主電源から給電する必要があります。

• 理想的には、すべての機器は、適切な定格の個別
のサーマルブレーカーまたはヒューズに適切な回
路保護で配線する必要があります。 これが不可能
で、機器の複数のアイテムがブレーカーを共有し
ている場合は、各電源回路に個別のインライン
ヒューズを使用して、必要な保護を提供します。

• いずれの場合も、製品のドキュメントに記載され
ている推奨ブレーカー/ヒューズ定格を遵守してく
ださい。

重要：
サーマルブレーカーまたはヒューズの適切な
ヒューズ定格は、接続するデバイスの数に依
存することに注意してください。

接地
製品のドキュメントに記載されている個別の接地
に関するアドバイスに従ってください。

詳しくは
次の規格で詳述されているように、すべての船舶
の電気設備でベストプラクティスに従うことをお
勧めします。
• ボートでの電気および電子設備のBMEA行動規範
• NMEA 0400インストール標準
• ABYC E-11ボートのACおよびDC電気システム
• ABYC A-31バッテリー充電器およびインバーター
• ABYC TE-4雷保護

ブレーカーを共有
複数の機器がブレーカーを共有する場合、個々の回
路を保護する必要があります。 例えば。 各電源回路
にインラインヒューズを接続します。

1 Positive (+) bar
2 Negative (-) bar

3 Circuit breaker
4 Fuse

可能な場合は、機器の個々のアイテムを個々の回路
ブレーカーに接続します。 これが不可能な場合は、
個々のインラインヒューズを使用して必要な保護を
提供してください。

電源ケーブルとドライブケーブル
ケーブル配線と機器の配置を計画する際の重要な電
気的考慮事項。自動操縦システムのコンポーネント
で使用できる電流の量は、すべてのコンポーネント
を接続するために使用されるケーブルの長さとゲー
ジの影響を受けます。 電源とドライブの接続に必要
なケーブルを決定するときは、両方の接続の合計
ケーブル長を考慮する必要があります。

1. ACU（アクチュエーター制御装置）
2. 電源/配電盤
3. ドライブユニット
4. 電源および駆動ケーブルの選択

ドライブ
供給
電圧

最大長
（A + B） ケーブルサイズ

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Type 0.5
hydraulic
pump

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
• Type 1

drive
• CR pump

(ACU–300
only)

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–5 m
(0–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)12 V

5–7 m
(16.4–23 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–3 m
(0–9.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

3–5 m
(9.8–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)

Type 2 drive

24 V

5–10 m (16.
4–32.8 ft)

10 mm2 (8 AWG)
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ドライブ
供給
電圧

最大長
（A + B）

ケーブルサイズ

12 V 0–5 m
(0–16.4 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–5 m
(0–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)

Type 3 drive

24 V

5–7 m
(16.4–23 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Wheel drive
— Sail

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Wheel drive
— Power
(Sport Drive)

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Tiller drive 12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

重要：
間違ったサイズの電源ケーブルを使用すると、ドライ
ブユニットに供給される電力が減少し、オートパイ
ロットが誤動作する可能性があります。 疑わしい場
合は、より太いゲージのケーブルを使用してくださ
い。 可能な場合はケーブルの配線を最小限に抑え、
このドキュメントの場所の要件のセクションに記載さ
れているガイダンスに従ってください。

ドライブ（モーター）接続
— ACU-100、ACU-150
モーター接続
モーターはACUの接続パネルに接続します。

注意:
モーターケーブルの接続色は、モーターの種類に
よって異なる場合があります。

モーター出力
ACU-100 ACU-150
7 A（最大連続出力） 12 A（最大連続出力）

注意:
モーター出力には完全な短絡保護と過電流保護が
備わっています。 モーター出力接続のいずれかが
接地に短絡した場合、自動操縦装置に永久的な損
傷がないはずです。

SeaTalkng®接続
 ACU-100、ACU-150
ACUは、付属のSpurケーブルを使用して
SeaTalkng®バックボーンに接続します。

1. ドレイン（画面）
2. 正（+）12 V dc（赤いワイヤー）
3. マイナス（‒）0 V dc（黒線）
4. CAN HI（白いワイヤー）
5. CAN LO（青線）
6. ACU-100、ACU-150コネクタパネル
7. SeaTalkng®スパーケーブル（付属）
8. SeaTalkng®バックボーン

注意：
ACU-100およびACU-150は、SeaTalkng®バック
ボーンに電力を供給しません。 バックボーンに
は、別個の12 V DC電源が必要です。
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ラダー参照接続
舵基準センサーユニットをACUに接続して、自動操
縦システムに舵角情報を提供できます。
最適な自動操縦性能を確保するために、ラダー参照
ユニットの接続を強くお勧めします。

注：舵参照センサーは、すべての自動操縦製品または
システムパックに含まれているわけではありません。 
オートパイロットシステムに含まれるコンポーネント
の完全なリストについては、Raymarine Webサイトま
たはお近くの販売店をご覧ください。

舵参照ユニットは、その運動情報を+/-度の舵角に変
換します。

横流などの特定の環境条件は、ラダーが中央にある
場合でも、自動操縦システムを左portまたは右
boardに持続的に操縦させることがあります。 オー
トパイロットシステムに接続されたラダー参照ユ
ニットを使用すると、オートパイロットコントロー
ルヘッドを使用してオフセット角度を+/-度で指定
し、そのような状況によって生じる不正確なラダー
角度情報を補正できます。

舵角の情報が正確であればあるほど、自動操縦シス
テムはより正確に正しいコースを維持できます。
ACU接続パネルへの方向舵ユニットの接続を以下に
示します。

項目 ワイヤの色— 
ACU-100、ACU-150

ワイヤーの色— 
ACU-200、ACU-300、ACU-400

1 Red Gray (screen)
2 Blue Red

Ite-
m

Wire color — ACU-100,
ACU-150

Wire color — ACU-200,
ACU-300, ACU-400

3 Green Green
4 Gray (screen) Blue

注意：
ラダー参照情報のソースが複数ある場
合、Evolutionシステムコンポーネント
は、Evolution ACUに直接接続されていないラダー
参照ユニットからのラダー入力を無視します。
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4.4 ACU-200、ACU-300、ACU-400
接続

接続の概要 — ACU-200

1. SeaTalkng®接続
2. スリープスイッチ接続
3. 電源接続
4. モーター（ドライブ）接続
5. RFグランド接続（ドレイン導体）
6. 舵参照接続
7. クラッチ接続—接続されたデバイスに合わせて

DC 12/24 Vから選択可能

接続の概要— ACU-300

1. SeaTalkng®接続
2. スリープスイッチ接続
3. 電源接続
4. ソレノイドAおよびBのドライブアウト接続
5. ソレノイドドライブの戻り接続
6. RFグランド接続（ドレイン導体）
7. 舵参照接続
8. バイパスバルブ接続（ソレノイド駆動出力）

— DC 12/24 Vから選択可能

Connections overview — ACU-400

1. SeaTalkng®接続
2. デジタル入力/出力接続
3. スリープスイッチ接続
4. 電源接続
5. モーター（ドライブ）接続
6. RFグランド接続（ドレイン導体）
7. 舵参照接続
8. クラッチ接続—接続されたデバイスに合わせて

12/24 V dcから選択可能

接続
自動操縦システムのさまざまなコンポーネント
を接続する方法については、次のセクションを
参照してください。
• 5.1 EVおよびACUのインストール手順
• パイロットコントローラーのドキュメント
• ドライブユニットのインストールドキュメント

電源接続— 
ACU-200、ACU-300、ACU-400
ACUユニットへの電力は、適切に融着された定格電
源から供給される必要があります。

1. ACU電源接続パネル
2.船舶配電盤

電源接続の色
色 説明

A Red （+）12/24 V dc

B Black （–）0 V dc
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警告：ポジティブアースシステム
このユニットを正のアースを持つシステ
ムに接続しないでください。

ヒューズと回路保護
自動操縦システムには3つのレベルの電源保護があり
ます。 ドライブ（モーター）および関連するケーブ
ルは、ACUハードウェアおよびソフトウェア内の電
流検出および失速状態検出によって最初に保護され
ます。 ユニットの主電源ヒューズによって、これら
の部品とACUコンポーネントに第2レベルの保護が
提供されます。 オートパイロットシステム全体とメ
インの配電盤への配線の保護は、船舶のサーキット
ブレーカー/ヒューズによって提供されます。

電源回路保護
ACUに適したヒューズまたは回路ブレーカーを使用
して、配電盤のEvolutionシステムの電源を保護しま
す。 ガイダンスについては、ACUコネクタパネルに
記載されている主電源ヒューズの定格を参照してく
ださい。 疑わしい場合は、地元の販売店にご相談く
ださい。

内部ヒューズ
ACUは、標準の自動車用ブレードヒューズを使用し
ます。 スペアヒューズは、取り外し可能なカバーの
下側にあります。

注意：
わかりやすくするために、上の図では電源と
ヒューズ関連の接続のみを示しています。

1.電源ヒューズ（取り外し可能なカバーからアクセ
ス可能）
2.SeaTalkng®ヒューズ（ACUからSeaTalkng®バッ
クボーンへのヒューズ電源）
3.電源ヒューズ（システムが消費する総電力のラベ
ルが付いています）

ヒューズ定格
SeaTalkng® 3 A
ACU-100 10 A
ACU-150 15 A

ACU-200 20 A
ACU-300 15 A
ACU-400 40 A

接地—専用のドレイン線が必要
この製品には、船舶のRF接地点に接続するための
専用のドレイン導体（スクリーン）が含まれていま
す。
有効なRFグランドをユニットに接続することが重要
です。 ユニットは、ドレイン導体（スクリーン）
を船舶のRF接地点に接続することにより接地できま
す。 RF接地システムのない船舶では、ドレイン導
体（スクリーン）をバッテリーのマイナス端子に直
接接続する必要があります。
DC電源システムは次のいずれかでなければなりま
せん。

• 負の接地、負のバッテリー端子を船舶の接地に
接続。 または

• フローティング、どちらのバッテリー端子も船
舶の地面に接続されていない。

複数のアイテムが接地を必要とする場合、それらは
最初に単一のローカルポイント（たとえば、スイッ
チパネル内）に接続され、このポイントは適切な定
格の単一の導体を介して船舶の共通RFグラウンドポ
イントに接続されます。

実装

グランドへのパスの推奨最小要件は、30A定格
（1/4インチ）以上の平らな錫メッキ銅編組による
ものです。 これが不可能な場合は、次の定格の同等
の撚り線導体を使用できます。

• 1m（3フィート）未満の走行では、6mm2（＃
10 AWG）以上を使用します。

• 1m（3フィート）を超える距離では、8
mm2（＃8 AWG）以上を使用します。

接地システムでは、接続する編組またはワイヤの長
さを常にできるだけ短くしてください。

参照資料

• ISO10133 / 13297
• BMEAの実践規範
• NMEA 0400

配電— ACU
推奨事項とベストプラクティス。
•

•

製品には電源ケーブルは付属していません。 電源ケーブル
の要件については、電源ケーブルとドライブケーブルのセク
ションを参照してください。

製品の電源ケーブルのワイヤを識別する方法と、接続先の詳
細については、電源接続セクションを参照してください。

• 一般的な配電シナリオの実装の詳細については、以下を参照
してください。
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重要:
計画と配線の際には、システム内の他の製品を考
慮してください。その一部（ソナーモジュールな
ど）は、船舶の電気システムに大きな電力需要の
ピークをもたらす可能性があります。

注意:
以下に示す情報は、製品を保護するためのガイダ
ンスにすぎません。 一般的な船舶の電力配置を
カバーしていますが、すべてのシナリオをカバー
しているわけではありません。 正しいレベルの
保護を提供する方法がわからない場合は、認定
Raymarineディーラーまたは適切な資格を持つ専
門の海洋電気技師にご相談ください。

実装—バッテリーへの直接接続
• ユニットは、適切な定格のヒューズまたはブレー

カーを介して、船舶のバッテリーに直接接続でき
ます。

• ユニットに個別のRFグラウンド（ドレイン）接続
が必要ない場合は、電源ケーブルの赤と黒のワイ
ヤのみを接続する必要があります。

• 適切な定格のヒューズまたはブレーカーを赤いワ
イヤーとバッテリーのプラス端子の間に取り付け
なければなりません。

• 製品のドキュメントに記載されているインライン
ヒューズ定格を参照してください。

A バッテリー接続シナリオA：共通のRF接地点
を持つ船舶に適しています。 このシナリオ
では、製品に個別のRFグラウンド（ドレイ
ン）接続が必要な場合は、船舶の共通グラウ
ンドポイントに接続する必要があります。

B バッテリー接続シナリオB：共通の接地点の
ない船舶に適しています。 この場合、製品
に別のRFグラウンド（ドレイン）接続が必
要な場合は、バッテリーのマイナス端子に
直接接続する必要があります。

実装—配電盤への接続

• あるいは、ユニットの電源接続を適切なブレー
カーに接続するか、船舶の配電盤または工場で
取り付けられた配電ポイントのスイッチに接続
することもできます。

• 配電ポイントには、8AWG（8.36mm2）ケーブ
ルで船舶の主電源から給電する必要があります。

•

•

理想的には、すべての機器は、適切な回路保護を
備えた適切な定格の個別のサーマルブレーカーま
たはヒューズに配線する必要があります。 これが
不可能で、機器の複数のアイテムがブレーカーを
共有している場合は、各電源回路に個別のインラ
インヒューズを使用して、必要な保護を提供しま
す。
いずれの場合も、製品のドキュメントに記載され
ている推奨ブレーカー/ヒューズ定格を遵守してく
ださい。

重要：
サーマルブレーカーまたはヒューズの適切な
ヒューズ定格は、接続するデバイスの数に依
存することに注意してください。

接地
製品のドキュメントに記載されている個別の接地
に関するアドバイスに従ってください。

詳しく
次の規格で詳述されているように、すべての船舶
の電気設備でベストプラクティスに従うことをお
勧めします。
• ボートでの電気および電子設備のBMEA行動規範
• NMEA 0400インストール標準
• ABYC E-11ボートのACおよびDC電気システム
• ABYC A-31バッテリー充電器およびインバーター
• ABYC TE-4雷保護

ブレーカーを共有
複数の機器がブレーカーを共有する場合、個々の回
路を保護する必要があります。 例えば、各電源回路
にインラインヒューズを接続します。

1 Positive (+) bar
2 Negative (-) bar
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3 Circuit breaker
4 Fuse

可能な場合は、機器の個々のアイテムを個々の回路
ブレーカーに接続します。 これが不可能な場合は、
個々のインラインヒューズを使用して必要な保護を
提供してください。

電源ケーブルとドライブケーブル
ケーブル配線と機器の配置を計画する際の重要な電
気的考慮事項。
自動操縦システムのコンポーネントで使用できる電
流の量は、すべてのコンポーネントを接続するため
に使用されるケーブルの長さとゲージの影響を受け
ます。 電源とドライブの接続に必要なケーブルを決
定するときは、両方の接続の合計ケーブル長を考慮
する必要があります。

1. ACU（アクチュエーター制御装置）
2. 電源/配電盤
3. ドライブユニット
電源および駆動ケーブルの選択

ドライブ 供給電圧 最大長
（A + B） ケーブルサイズ

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Type 0.5
hydraulic
pump

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
• Type 1

drive
• CR pump

(ACU–300
only)

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–5 m
(0–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)12 V

5–7 m
(16.4–23 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–3 m
(0–9.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

3–5 m
(9.8–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)

Type 2 drive

24 V

5–10 m (16.
4–32.8 ft)

10 mm2 (8 AWG)

Drive
Supply
voltage

Max.
length
(A+B) Cable size

12 V 0–5 m
(0–16.4 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–5 m
(0–16.4 ft)

6 mm2 (10 AWG)

Type 3 drive

24 V

5–7 m
(16.4–23 ft)

10 mm2 (8 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Wheel drive
— Sail

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Wheel drive
— Power
(Sport Drive)

12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

0–7 m
(0–23 ft)

2.5 mm2

(14 AWG)
Tiller drive 12 V

7–10 m
(23–32.8 ft)

4 mm2 (12 AWG)

重要:
間違ったサイズの電源ケーブルを使用すると、ドライブユ
ニットに供給される電力が減少し、オートパイロットが誤
動作する可能性があります。 疑わしい場合は、より太い
ゲージのケーブルを使用してください。 可能な場合はケー
ブルの配線を最小限に抑え、このドキュメントの場所の要
件のセクションに記載されているガイダンスに従ってくだ
さい。

モーター（ドライブ）およびクラッチ接
続-ACU-200およびACU-400
モーター接続
モーターはACUの接続パネルに接続します。

1.クラッチ（すべてのモーターにこの接続があるわけで
はありません）
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2.モーター（互換性のあるすべてのバリアントが
上の図に示されているわけではありません）

クラッチ接続の色
色 説明

A Red クラッチポジティブ
（+）接続

B Blue クラッチネガティブ
（–）接続

モーター出力
ACU–200 ACU-400
15 A（最大連続出力） 30 A（最大連続出力）

注意:
モーター出力には完全な短絡保護と過電流保護が
備わっています。 モーター出力接続のいずれかが
接地に短絡した場合、自動操縦装置に永久的な損
傷がないはずです。

クラッチ出力
ACU–200 ACU-400
12 Vおよび24 Vシステム
で12 Vで最大2 A連続。

• 12 Vシステムで12 V
で最大4 A連続

• 24 Vシステムで24
Vで最大4 A連続

• 24 Vシステムで12
Vで最大4 A連続

注意：
クラッチドライブの使用は、SeaTalkng®バック
ボーンで利用可能な電流量に影響を与えます。 24
Vシステムでは、SeaTalkng®バックボーンとク
ラッチドライブを組み合わせて最大8 A / 12 Vの
電源が供給されます。 たとえば、クラッチに4 A
が必要な場合、SeaTalkng®電源はバックボーンの
残りに4 Aしか供給できません。

注意：
すべてのACUバリアントのクラッチ出力は、完全
な短絡および過電流保護を備えています。 クラッ
チ出力接続のいずれかが接地に短絡した場合、自
動操縦装置に永久的な損傷がないはずです。

クラッチ電圧スイッチ

ドライブに個別のクラッチ接続がある場合、ACUのクラッチ
電圧スイッチが接続されたドライブに合うように正しく設定
されていることを確認する必要があります。

重要：
機器の損傷を防ぐため、電圧セレクタースイッチが正しい設
定に設定されていることを確認してください。 クラッチ電圧
はドライブ自体の電圧とは異なる場合があります。たとえ
ば、12 Vと24 Vの両方のRaymarineドライブの範囲はすべて
12 Vクラッチを備えています。 疑わしい場合は、地元の販売
店にご相談ください。

ソレノイド（ドライブ）およびバイパ
スバルブ接続-ACU-300
常時運転ポンプ（ソレノイド）ドライブ
は、ACU-300の接続パネルに接続します。
ソレノイド駆動接続

1. 電子ステアリング/ジョグレバー（必要な場合）
2. バックフィード保護ダイオード（電子ステアリン

グまたはジョグレバーを使用する場合）
3. ソレノイド出力
4. ソレノイド戻り
5. ソレノイドバルブ（スプールバルブにダイオード

を接続）

注意：
電子ステアリングまたはジョグレバーを使用する場合
は、ACUの逆給電を防止するために、ソレノイド出力
と直列にダイオード（推奨タイプ：1N4004）を取り
付けます。
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バイパスバルブ接続と電圧スイッチ
一部のドライブには、自動操縦装置がスタンバイ状
態のときにステアリングへの影響を最小限に抑える
ための電動バイパスバルブが搭載されています。
ドライブに個別のバイパスバルブがある場合
は、ACUのバイパス接続に接続し、電圧選択スイッ
チが適切に12 V / 24 Vに正しく設定されているこ
とを確認します。

重要：機器の損傷を防ぐため、電圧セレクタースイッチが正
しい設定に設定されていることを確認してください。 バイパ
スバルブの電圧は、ドライブ自体の電圧と異なる場合があり
ます。 疑わしい場合は、ドライブユニットのメーカーにお問
い合わせください。

バイパスバルブの接続色
色 説明

A Red バイパスバルブの
プラス（+）接続

B Blue バイパスバルブマ
イナス（–）接続

VMUアダプター接続— ACU-400
ACU-400は、VMUアダプターを使用してZF-Marine 
VMU（セイルポッドドライブ）に接続します。 図に示す
ように、VMUアダプターはACU-400に接続します。

1. ACU-400
2. VMUアダプター
3. ZF-Marine VMU（セールポッドドライブへの接続）

注意：
スクリーンワイヤは、ZF-Marine VMUおよび
VMUアダプタで終端されています。 ACU-400
では接続されていません。

Raymarineでは、次のケーブル仕様を推奨し
ています。
• 全体的な画面を備えた4コア（22 AWG）

SeaTalkng®接続— 
ACU-200、ACU-300、ACU-400
ACU-200、ACU-300、およびACU-400
は、SeaTalkng®を使用して互換性のある自動操縦
コントローラーに接続されます。
ACU-200、ACU-300、およびACU-400は、付属の
スパーケーブルを使用してSeaTalkng®バックボー
ンに接続します。

注意：
わかりやすくするために、上の図では電源関連の
ACU接続のみを示しています。

1. SeaTalkng®電源スイッチ
2. ACUコネクタパネル
3. Evolution™からSeaTalkng®へのスパーケーブル
4. SeaTalkng®バックボーン
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SeaTalkng®電源スイッチ
（ACU-200、ACU-300、ACU-400のみ）
ACU-200、ACU-300、ACU-400は、SeaTalkng®
バックボーンに電力を供給できます。 これにより、
バックボーンに接続されている特定の機器（例：
SeaTalkng®オートパイロットコントロールヘッドお
よび計器ディスプレイ）に電力が供給されます。
コネクタパネルのSeaTalkng®電源スイッチを適切な
位置に設定します。

• オン— ACU-200、ACU-300、ACU-400は
SeaTalkng®バックボーンに電力を供給します。

重要：バックボーンに他の電源が接続さ
れていないことを確認してください。

• オフ— ACU-200、ACU-300、ACU-400は
SeaTalkng®バックボーンに電力を供給しませ
ん。 SeaTalkng®バックボーンへの個別の給電が
あることを確認してください。

重要：
正しいヒューズを使用してください。 SeaTalkng®シ
ステムに供給するヒューズは、ACUコネクタパネルに
表示されている値に従って定格する必要があります。

スリープスイッチ接続—
ACU-200、ACU-300、ACU-400
スリープスイッチは、SeaTalkng®バックボーンに
供給される電力を保持したまま、オートパイロッ
トの動作を無効にします。

スイッチと関連ケーブルは、Evolutionシステムには
付属していません。 詳細については、販売店また
はドライブの製造元にお問い合わせください。

ラダー参照接続
舵基準センサーユニットをACUに接続して、自動操
縦システムに舵角情報を提供できます。
最適な自動操縦性能を確保するために、ラダー参照
ユニットの接続を強くお勧めします。

注：舵参照センサーは、すべての自動操縦製品または
システムパックに含まれているわけではありません。
オートパイロットシステムに含まれるコンポーネント
の完全なリストについては、Raymarine Webサイトま
たはお近くの販売店をご覧ください。

舵参照ユニットは、その運動情報を+/-度の舵角
に変換します。
横流などの特定の環境条件は、ラダーが中央に
ある場合でも、自動操縦システムを左portまたは
右boardに持続的に操縦させることがあります。 

オートパイロットシステムに接続されたラダー参照
ユニットを使用すると、オートパイロットコント
ロールヘッドを使用してオフセット角度を+/-度で指
定し、そのような状況によって生じる不正確なラ
ダー角度情報を補正できます。
舵角の情報が正確であればあるほど、自動操縦シス
テムはより正確に正しいコースを維持できます。
ACU接続パネルへの方向舵ユニットの接続を以下に
示します。

Ite-
m

ワイヤの色—
ACU-100、ACU-150

ワイヤーの色—
ACU-200、ACU-300、ACU-400

1 Red Gray (screen)
2 Blue Red
3 Green Green
4 Gray (screen) Blue

注意：
ラダー参照情報のソースが複数ある場合、Evolutionシ
ステムコンポーネントは、Evolution ACUに直接接続さ
れていないラダー参照ユニットからのラダー入力を無
視します。
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4.5SeaTalk®パイロットコントロー
ラーの接続
SeaTalk®からSeaTalkng®へのコンバーターを使用する
と、従来のSeaTalk®パイロットコントローラーを使用し
てSeaTalkng®オートパイロットを制御できます。 他の
SeaTalk®デバイスは、同じ方法でSeaTalkng®バック
ボーンに接続できます。

1. SeaTalkng®MFD（MFDには個別の電源が必
要です。）

2. SeaTalk®-SeaTalkng®アダプターケーブル
3. （A22164）
4. SeaTalk®パイロットコントローラー

（SeaTalkng®バックボーンから給電）
5. SeaTalkng®オートパイロット
6. SeaTalkng®12 V dc電源接続
7. SeaTalk®からSeaTalkng®へのコンバーター
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第5章：インストールの章

内容
•5.1 EV-1のインストール（44ページ）
•5.2 ACUのインストール（46ページ）
•5.3ドライブユニットの取り付け
（47ページ）
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5.1 EV-1のインストール
EV-1の表面実装
付属のデッキ取り付けキットは、ユニットの表面取
り付けに使用されます。
選択した場所が製品の場所の要件を満たしているこ
とを確認します。詳細については、3.8場所の選択
を参照してください。

重要：
設置は、船が堅く立っているか、ポンツーンま
たはバースに沿って縛られている状態でのみ実
施する必要があります。

1. 取り付けトレイテンプレート（87170）を使用し
て、取り付け面に4つの穴と、SeaTalkng®ケー
ブル用の22 mm（7/8インチ）の穴を開けます。

2. 取り付けトレイの底部にある溝に小さなシールリ
ングを配置します。

3. 付属の4個の固定具を使用して、トレイを取り付
け面に固定します。

4. 大きいシーリングリングを取り付けトレイの上側
の溝に入れます。

5. SeaTalkng®ケーブルを取り付け面の穴と取り付
けトレイに通します。 ユニットの下側にある
ケーブルコネクタを差し込み、ロックカラーを時
計回りに2クリック回して固定します。

6. ユニットをマウンティングトレイに挿入し、マウ
ンティングトレイのタブがユニットの端の周りの
溝に挿入されていることを確認します。

重要：
ユニットは、LEDの「矢印」が縦軸と平行になる
ように取り付けてください。
（中心線）を船舶の船首に向けています。

7.取り付けトリムをわずかにオフセットしたユニットの
上に置き、固定するまで取り付けトリムを時計回りにね
じります。

EV-1のブラケット取り付け
付属のデッキ取り付けキットを使用して、ユニット
を垂直面に取り付けます。

選択した場所が製品の場所の要件を満たしているこ
とを確認します。詳細については、3.8場所の選択を
参照してください。

重要：設置は、船を堅く立てるか、ポンツーン
またはバースに沿って縛り付けた状態でのみ行
う必要があります。

1.取り付けブラケットテンプレート（87170）を使
用して、垂直取り付け面に3つのパイロット穴を開
けます。 付属のネジを使用して、取り付けブラケッ
トを表面に固定します。
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2. 取り付けトレイの底部にある溝に小さなシールリ
ングを配置します。

3. 付属の3本のネジを使用して、上の図に示す位置
でトレイをブラケットに固定します。

4. 大きいシーリングリングを取り付けトレイの上側
の溝に入れます。

5. SeaTalkng®ケーブルをブラケットとトレイのカ
ンターに通します。 ユニットの下側にあるケー
ブルコネクタを差し込み、ロックカラーを時計回
りに2クリック回して固定します。

6. ユニットをマウンティングトレイに挿入し、マウ
ンティングトレイのタブがユニットの端の周りの
溝に挿入されていることを確認します。

重要：
ユニットは、LEDの「矢印」が縦軸と平行になる
ように取り付けてください。
（中心線）を船舶の船首に向けています。

7.取り付け時にリリース穴にアクセスできるように、
取り付けトリムの向きを合わせます。

8.取り付けトリムをわずかにオフセットしたユニット
の上に置き、所定の位置にロックされるまで取り付け
トリムを時計回りにねじります。

アダプターからユニットを解放
以下の手順に従って、ユニットを取り付けアダプ
ターから取り外します。

1.小さなフラットブレードドライバーまたは同様の
ツールのフラットを取り付けアダプターの平らな端に
あるリリース穴に挿入し、ドライバーを90°ねじっ
て、取り付けトリムと取り付けトレイの間に小さな隙
間を空けます。

重要：製品に傷が付かないように、ドライバーの
先端を絶縁テープで覆ってください。

2.取り付けトリムを反時計回りに約10°ねじり、
ユニットから持ち上げます。
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5.2 ACUのインストール
ACU-100、ACU-150の取り付け

選択した場所が製品の場所の要件を満たしているこ
とを確認します。詳細については、3.8場所の選択
を参照してください。

重要：
設置は、船が堅く立っているか、ポンツーンま
たはバースに沿って縛られている状態でのみ実
施する必要があります。

1.適切なドライバーを使用して、上部カバーにある
ネジを外し、ACUから上部カバーを取り外します。

カバーを取り外すと、ユニットの取り付け穴に
アクセスできます。

2.適切な場所にACUを取り付け、付属のネジを使用
して取り付け面に固定します。

また、この時点で自動操縦コントロールヘッド
と方向舵ユニット（適切な場合）を取り付ける
必要があります。

3.次の図に示すように、ケーブルをACUに接続する
ためのネジ留め式端子にアクセスするには、

ソケットからネジ留め式端子コネクタを取り
外します。

4.上の図に示すように、SeaTalkngスパーケーブル
からの関連するワイヤーをSeaTalkngねじ端子に挿
入します。 ネジを締めてワイヤを固定します。 必要
なすべての接続について繰り返します。

5.ネジ留め式端子をコネクタパネルに押し戻し、
しっかりと接続されていることを確認します。

6.ユニットの下側のリップにある
ケーブルガイドにケーブルを
通します。Raymarineでは、
ケーブルタイを使用して
ケーブルをユニットに固定する
ことをお勧めします。

7. すべての接続が完了し、ケーブルがガイドに正しく
配線されたら、ACUカバーを元に戻し、カバーのゴ
ム製シールとケーブルがしっかりとはまるようにし
ます。

8. 付属のネジを使用して、クリップをユニットに固定
し、クリップが位置合わせされて固定されているこ
とを確認します（クリック音が鳴ります）。
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ACU-200、ACU-300、ACU-400
取り付け

重要：設置は、船を堅く立てるか、ポンツーン
またはバースに沿って縛り付けた状態でのみ行
う必要があります。

1. ACUを適切な場所に取り付け、付属のネジで
固定します。

また、この時点で自動操縦コントロールヘッド
と方向舵ユニット（適切な場合）を取り付ける
必要があります。

2. 電源、データ、およびACUへの接続に必要な
その他のケーブルを配線します。

3. 必要なすべての接続をACUコネクタパネルに
行います。

4. コネクタパネルにアクセスするには、フロン
トカバーを取り外します。

• •A —カバーパネルのロックを解除します
• •B —カバーパネルをロックする

5.3ドライブユニットの取り付け
オートパイロットシステムにドライブユニットを
取り付ける方法については、ドライブユニットに
付属の専用のインストール手順を参照してくださ
い。
利用可能なドライブユニットドキュメントの完全
なリストについては、このドキュメントの製品ド
キュメントのセクションを参照してください。
文書は以下にも利用可能です
Raymarine Webサイトからダウンロードします。
www.raymarine.com/manuals
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第6章：システムチェックとトラブルシューティング

章の内容
•6.1インストール後のチェック（50ページ）
•6.2自動操縦システムのセットアップ（50ページ）
•6.3アラーム（51ページ）
•6.4 LED表示— EV-1（54ページ）
•6.5 LED表示— ACU（55ページ）
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6.1インストール後のチェック
これらのチェックは、インストール後、自動操縦シ
ステムの試運転前に実行する必要があります。

1.自動操縦システムと関連機器の電源を入れます。
　•ACU（EV-1システムのみ）
　•自動操縦コントローラー
　•SeaTalkng®バックボーン（これに独自の電源が
ある場合）

2.自動操縦コントローラーの電源が入っていること
を確認します。 ディスプレイが空白の場合は、電
源ボタンを2秒間押し続けます。

3.インストールの問題を示す可能性のあるエラー
メッセージの表示を確認します。
障害の診断の支援：
　•製品に付属のトラブルシューティング情報を参
照するか、または
　•Raymarineカスタマーサポートに連絡する

6.2自動操縦システムのセットアップ
重要：自動操縦システムを使用する前に、セッ
トアップ手順に従って適切に試運転することが
重要です。

1.最初の電源投入テストを実行して、すべてのコン
ポーネントが正常に機能していることを確認しま
す。

2. Evolution自動操縦システムのコミッショニング
方法の詳細な手順については、互換性のある自動操
縦コントローラーのユーザーマニュアルの最新バー
ジョンを参照してください。
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6.3アラーム
オートパイロットシステムによってアラームが発生し、注意が必要な機械的および電気的状態を警告しま
す。
Evolutionコンポーネントは、警告音とともに、オートパイロットコントローラーおよびMFDで表示するた
めにSeaTalkng®ネットワーク上に警告アラートを送信します。 Evolutionコンポーネントは、オートパイ
ロットコントローラーまたはMFDでアラーム条件がなくなるか、アラームが確認されると、アラームの発
生を停止します。 アラームが安全上重要である場合、一定の遅延の後に再び発生します。

以下の表に特に明記されていない限り、自動操縦コントローラーまたはMFDで[OK]または[確認]を選択し
て、アラームに応答する必要があります。
アラームメッセージ 考えられる原因 解決
オフコース 自動操縦は計画されたコース

から逸脱しています。
船舶の位置を確認し、必要に応
じて手動で操縦し、船舶をコー
スに戻します。

ウインドシフト オートパイロットは現在の風角への
ナビゲーションを維持できません。

ローバッテリー 電源電圧が許容範囲を下回りまし
た。 接続不良または不適切な配
線による、バッテリー電圧の低下
またはACUユニットでの電圧降下
（EV-1システムのみ）が原因で
す。

アラームを確認してから、エンジン
を始動してバッテリーを充電しま
す。 問題が解決しない場合は、配線
接続を確認し、配線の品質とゲージ
がドライブユニットの消費電流に十
分であることを確認します。

大規模なXTE 大きなクロストラックエラー。 
自動操縦は計画されたコースか
ら予想以上に逸脱しています。

船舶の位置を確認し、必要に応
じて手動で操縦し、船舶をコー
スに戻します。

切断されたCU 自動操縦コントロールヘッド
が切断されました。

• オートパイロットコントロール
ヘッドとSeaTalkng®システム間の物
理ケーブルと接続を確認します。 
また、EV-1 / EV-2とSeaTalkngシステ
ムの間。

• 自動操縦コントロールヘッドが
SeaTalk®からSeaTalkng®コンバー
ターに接続されている場合、コン
バーターが最新のソフトウェア
バージョンを使用していることを
確認します。

自動リリース 方向舵ユニットの故障の可能性。 ま
た、オートパイロットシステムに船
尾I / Oドライブが含まれている場合、
パイロットがオートモードのときに
ステアリングを手動で制御します。

• 舵基準ユニットの接続を確認しま
す。

• Volvo Penta EVCドライブインター
フェースユニットを使用するシステ
ムの場合、ユニットが正しく動作し
ていることを確認してください。

 ウェイポイントアドバンス 自動操縦は、現在のウェイポイ
ントに船を操縦しました。

次のウェイポイントへの
ターンを承認します。

ドライブが停止しました •コース変更コマンドの20秒以内に
モーター/ステアリングが動いていな
い。
•オートパイロットは舵を回すことが
できません（ヘルムの気象荷重が高
すぎるか、舵位置センサーが事前設
定された舵制限または舵のエンドス
トップを超えた場合）。
•外部イベント（スリープスイッチの
使用、配線不良などにより自動操縦
コンポーネントの電源が入れ直され
るなど）による自動操縦のリセッ
ト。
•ソフトウェアエラーにより自動操縦
がリセットされます。

• 舵参照ユニットが正しく取り付けら
れていることを確認して、船舶の舵
システムの制限とエンドストップを
反映します。

• EV-1システムの場合、ACUドライブ
出力電圧とドライブおよびクラッチ
電圧出力を確認します（該当する場
合）。

• EV-1システムの場合、ACUへのすべ
ての接続を確認してください。

• ドライブユニットへのすべての接続
を確認してください。

• ドライブユニットが動作し、停止し
ていないことを確認します。

• ステアリングシステムが安全である
ことを確認します。
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アラームメッセージ 考えられる原因 解決
ラダー参照なし 方向舵ユニットが検出されない

か、方向舵ユニットが動作範囲
（50度）を超えています。

ラダー参照ユニットが取り付
けられている場合、配線を確
認します。 ユニットに損傷が
ないか点検します。

ストールが検出されました モーターの速度が低下し、コースの変更や
モーターのストールが発生しました。 これ
は、ドライブユニットの故障またはステアリ
ングの故障が原因である可能性があります。 
または、ステアリングのハードオーバー時間
が遅すぎる可能性があります。

• ドライブユニットが動作し、停止
していないことを確認します。

• ステアリングのハードオーバー時
間を確認します。

クラッチ過負荷 駆動システムのクラッチ
は、Evolutionコンポーネントのク
ラッチ出力でサポートされてい
るよりも大きな出力を要求して
います。

関連するEvolutionコンポーネントのイン
ストール手順に記載されているクラッ
チ出力定格を参照し、ドライブユニッ
トのクラッチがこの出力を超えないよ
うにしてください。

現在の過負荷 重大なドライブ障害。 ドライブは、
短絡または妨害のために大量の電流
を要求しています。 駆動ユニットま
たはモーターの故障、または配線の
短絡が原因です。 または、ステアリ
ングシステムの不具合が原因で、ド
ライブユニットがロックしている可
能性があります。

ドライブユニットを確認してくだ
さい。

ルート完了 あなたの船は現在のルートの終
わりに到着しました。

アクションは不要です。

データなし • 自動操縦は風向計モードになって
おり、32秒間風角データを受信し
ていません。

• オートパイロットがトラックモー
ドにあり、ナビゲーションデータ
を受信していないか、舵位置セン
サーが低強度の信号を受信してい
ます。 これは、信号が改善される
とクリアされます。

風トランスデューサー、多機能
ディスプレイ、および自動操縦
コントロールヘッド（必要に応
じて）への接続を確認します。

パイロットスタートアップ 自動操縦コンポーネントは初期化中
です。

一部のコンポーネントは、起動に
時間がかかる場合があります。

風データなし 自動操縦は風向計モードになっ
ており、32秒間風角データを受
信していません。

風のトランスデューサーへの
接続を確認してください。

速度データなし 自動モードでは、自動操縦装置は
10秒間速度（STWまたはSOG）
データを受信しませんでした。

速度変換器への接続を確認してくだ
さい。 パイロットは、動作するため
に速度データを必要としません。 た
だし、自動モードでは全体のパ
フォーマンスが向上します。

コンパスなし EV-1またはEV-2がヘディング
データを受信していませ
ん。

• EV-1 / EV-2への接続を確認して
ください。

• SeaTalkng®ケーブルを取り外
してから再接続して、EV-1 / 
EV-2の電源を入れ直します。

ジャイロの失敗 EV-1またはEV-2ユニットの内部レート
ジャイロに障害が発生しました。 これは
コンパスの問題として明らかであり、コ
ンパスのヘディングが逸脱したりロック
アップしたりする可能性があります。

問題が解決しない場合は、最寄り
のRaymarineサービスセンターにお
問い合わせください。

モーター電源交換 Evolution ACUユニットでは、モー
ターケーブルは電源端子に接続さ
れ、その逆も同様です。

ユニットの電源を切り、正し
く再接続します。

GPSデータなし GPSデータのソースがSeaTalkng®
システムに接続されていません。

GPSデータソースへの接続を
確認してください。
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アラームメッセージ 考えられる原因 解決
ジョイスティック失敗 ジョイスティックで障害が発生しまし

た。 このアラームは、ジョイスティッ
クコントローラーを含む自動操縦システ
ムにのみ適用されます。

ジョイスティックへの接続と操
作を確認してください。

IPSなし
（ドライブが検出されない）

EV-1とACU、またはEV-2とドラ
イブインターフェイスユニッ
ト間の通信が失われます。

必要に応じて、これらのデバイ
ス間のすべての物理データ接続
を確認してください。

パイロットリセットノーマル（予
期しないハードウェアリセット）

• 外部イベント（スリープスイッチの使
用、または配線不良による自動操縦コ
ンポーネントの電源の入れ直しなど）
による自動操縦のリセット。

すべてのシステム配線、特に
電源関連の配線を確認してく
ださい。

パイロットリセットの例外
（予期しないソフトウェアの
リセット）

EV-1 / EV-2ソフトウェアは、回復
できない障害を検出し、パイ
ロットをリセットしました。

EV-1 / EV-2がリセットされて再初
期化されるまで約1分間待ちま
す。
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6.4 LED表示— EV-1

LEDの色 LEDコード 状態 必要なアクション
緑色に点灯 通常の操作。 • なし（通常の電源投入には1

分未満かかります。）

長い緑色の点滅
（x1）、長い点滅の
消灯。 サイクルは2
秒後に繰り返されま
す。

ユニットは初期化中
です。 現在、パイ
ロットまたはコンパ
ス機能は利用できま
せん。

• なし（通常の電源
投入には1分未満か
かります。）

短い赤の点滅
（x2）、長い点
滅の消灯。 サイ
クルは4秒後に繰
り返されます。

SeaTalkng®接続
なし。

• ネットワークに電力が供給
されていることを確認しま
す。

• ネットワークケーブルと接
続が安全で損傷がないこと
を確認します。

• 問題が解決しない場合
は、Raymarineテクニカル
サポートにお問い合わせく
ださい。

赤く短い点滅
（x7）、長い点滅は
オフ。 サイクルは9
秒後に繰り返されま
す。

SeaTalkng®は接続
されていますが、
データを受信して
いません。

• 問題が解決しない場合
は、Raymarineテクニカルサ
ポートにお問い合わせくだ
さい。
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6.5 LEDの表示— ACU

LEDの色 LEDコード 状態 必要なアクション
緑色に点灯 Normal operation. • なし（通常の電源投入には1

分未満かかります。）

短い赤の点滅
（x2）、長い点滅の
消灯。 サイクルは4
秒後に繰り返されま
す。

SeaTalkng®接続
なし。

• ネットワークに電力が供給
されていることを確認しま
す。

• ネットワークケーブルと接
続が安全で損傷がないこと
を確認します。

• 問題が解決しない場合
は、Raymarineテクニカル
サポートにお問い合わせく
ださい。

赤く短い点滅
（x7）、長い点滅は
オフ。 サイクルは9
秒後に繰り返されま
す。

SeaTalkng®は接続
されていますが、
データを受信して
いません。

• 問題が解決しない場合
は、Raymarineテクニカルサ
ポートにお問い合わせくだ
さい。
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第7章：メンテナンス 

章の内容
• 7.1サービスおよびメンテナンス（58ページ）
• 7.2定期的な機器のチェック（58ページ）
• 7.3製品のクリーニング（59ページ）
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7.1サービスとメンテナンス
この製品には、ユーザーが修理できるコン
ポーネントは含まれていません。 すべての
メンテナンスと修理については、認定された
Raymarineディーラーにお問い合わせくださ
い。 不正な修理は保証に影響する場合があ
ります。

7.2定期的な機器チェック
Raymarineでは、機器の正しい信頼性の高い動作を
確保するために、多数の定期的なチェックを完了す
ることを強くお勧めします。
定期的に次のチェックを完了します。

•すべてのケーブルに損傷または摩耗の兆候がない
か調べます。

•すべてのケーブルがしっかりと接続されているこ
とを確認します。
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7.3製品の洗浄
最良のクリーニング方法。
 製品を洗浄する場合：
• 清潔で冷たい新鮮な水で軽くすすぐか、洗い流してください。
• 製品にディスプレイ画面がある場合、画面を乾いた布で拭かないでください。

画面を傷つける可能性があります。
• 研磨剤、酸性、アンモニア、化学ベースの洗浄剤の溶剤は使用しないでください。
• ジェットウォッシュを使用しないでください。
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第8章：テクニカルサポート 

章の内容
• 8.1 Raymarine製品のサポートとサービス（62ページ）
• 8.2学習リソース（63ページ）
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8.1 Raymarine製品のサポートと
サービス
Raymarineは、包括的な製品サポートサービスのほ
か、保証、サービス、修理を提供します。 これら
のサービスには、RaymarineのWebサイト、電話、
および電子メールからアクセスできます。

製品情報
サービスまたはサポートをリクエストする必要があ
る場合は、次の情報をお手元にご用意ください。
• 商品名
• 製品の識別
• シリアルナンバー
• 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、製品内のメニューを使用して取得
できます。

サービスと保証
Raymarineは、保証、サービス、および修理のため
の専用のサービス部門を提供しています。
製品を登録して保証期間を延長するには、忘れずに
Raymarine Webサイトにアクセスしてください：
http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788。

Region Tele-
phone

E-mail

United
Kingdom (UK),
EMEA, and
Asia Pacific

+44
(0)1329
246 932

emea.service@raymarine.com

United States
(US)

+1 (603)
324 7900

rm-usrepair@flir.com

Webサポート
Raymarine Webサイトの「サポート」エリアに
アクセスしてください：
• Manuals and Documents — http://www.rayma-
rine.com/manuals

• FAQ / Knowledgebase — http://www.rayma-
rine.com/knowledgebase

• Technical support forum — http://forum.rayma-
rine.com

• Software updates — http://www.rayma-
rine.com/software

電話と電子メールのサポート
Region Tele-

phone
E-mail

United Kingdom
(UK), EMEA,
and Asia Pacific

+44
(0)1329
246 777

support.uk@raymarine.com

United States
(US)

+1 (603)
324 7900
(Toll-free:
+800 539
5539)

support@raymarine.com

Region Tele-
phone

E-mail

Australia and
New Zealand

+61 2
8977
0300

aus.support@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

France +33 (0)1
46 49 72
30

support.fr@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Germany +49
(0)40 237
808 0

support.de@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Italy +39 02
9945
1001

support.it@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Spain +34 96
2965 102

sat@azimut.es
(Authorized Raymarine
distributor)

Netherlands +31
(0)26
3614 905

support.nl@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Sweden +46
(0)317
633 670

support.se@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Finland +358
(0)207
619 937

support.fi@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Norway +47 692
64 600

support.no@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Denmark +45 437
164 64

support.dk@raymarine.com
(Raymarine subsidiary)

Russia +7 495
788 0508

info@mikstmarine.ru
(Authorized Raymarine
distributor)

製品情報の表示
MFDホーム画面が表示された状態で：
1. [セットアップ]を選択します。
2. メンテナンスを選択します。
3. [診断]を選択します。
4. [デバイスの選択]を選択します。
5. リストから関連製品を選択します。

[診断]ページが表示されます。
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8.2学習リソース
Raymarineでは、製品を最大限に活用するため
のさまざまな学習リソースを作成しています。

ビデオチュートリアル

Raymarine official channel on
YouTube:

• http://www.youtube.com/u-
ser/RaymarineInc

Video Gallery:

• http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=2679

Product Support videos:

• http://www.rayma-
rine.co.uk/view/?id=4952

Note:
• ビデオを表示するには、インターネット接続

のあるデバイスが必要です。
• 一部のビデオは英語のみで利用可能です。

トレーニングコース
Raymarineでは、製品を最大限に活用するためのさ
まざまな詳細なトレーニングコースを定期的に実施
しています。 詳細については、Raymarine Web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

よくある質問とナレッジベース
Raymarineでは、詳細な情報の検索と問題のトラブ
ルシューティングを支援するために、広範なFAQ
とナレッジベースを作成しています。
• http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

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を使用して質問する
ことができます
Raymarine製品に関する技術的な質問、または他の
顧客がRaymarine機器をどのように使用しているか
を調べるため。 このリソースは、Raymarineの顧客
およびスタッフからの貢献により定期的に更新され
ます。
• http://forum.raymarine.com
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第9章：技術仕様

章の内容
•9.1技術仕様— EV-1およびEV-2（66ページ）
•9.2技術仕様— ACU-100、ACU-150（67ページ）
•9.3技術仕様— ACU-200、ACU-300、ACU-400（68ページ）
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9.1技術仕様—EV-1およびEV-2
公称供給電圧 12 V（SeaTalkng®システ

ムを搭載）
動作電圧範囲 10.8 V to 15.6 V dc.
消費電力（SeaTalkng®シ
ステムから取得）

30 mA.

SeaTalkng®LEN（負
荷当量番号）

1

センサー • 3軸デジタル加速度計
• 3軸デジタルコンパス
• 3軸ジャイロデジタル

角速度センサー

データ接続 • SeaTalkng®。
• NMEA 2000 

DeviceNet（EV-2のみ。EV-1
ユニットではポートは使用さ
れません）

環境 設置環境

•動作温度：
-20ºC～+55ºC（-4ºF～
+131ºF）
•保管温度：
-30ºC～+70ºC（-22°
F～+ 158°F）
•相対湿度：最大93％
•防水定格：IPX 6

大きさ • 直径：140 mm（5.5インチ）
• 奥行き（取り付けエンクロー

ジャを含む）：35 mm（1.4イ
ンチ）

• 奥行き（壁掛けブラケットを
含む）：95 mm（3.8インチ）

重量 0.29 kg (0.64 lbs)
EMCコンプライアンス •ヨーロッパ：2004/108 / EC

•オーストラリアおよび
ニュージーランド：C-Tick、
コンプライアンスレベル2
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9.2技術仕様— ACU-100、ACU-150
ACU-100 ACU-150

駆動電流出力 • 電源電圧で最大連続7A • 電源電圧で最大連続12A

駆動クラッチ出力 クラッチ接続なし クラッチ接続なし
接続 • 舵参照センサー

• 電源
• 駆動モーター
• グラウンド

公称供給電圧 12 V 12 V
動作電圧範囲 10.8 V to 15.6 V dc 10.8 V to 15.6 V dc
消費電力（スタンバイ）
—主電源

300 mA (12 V) 300 mA (12 V)

消費電力（スタンバイ）—
SeaTalkng®電源

SeaTalkng®への電源供給なし SeaTalkng®への電源供給なし

SeaTalkng®LEN
（負荷当量番号）

1 1

SeaTalkng®パワーアウト SeaTalkng®への電源供給なし SeaTalkng®への電源供給なし
データ接続 SeaTalkng® SeaTalkng®
環境 設置環境

• 動作温度：-20ºC～
+ 55ºC（-4ºF～+131ºF）

• 保管温度：-30ºC～
+70ºC（-22°F～+ 158°F）

• 相対湿度：最大93％
• 防水評価：
• コネクタパネル：IPX2
• ドライブエレクトロニクス：

IPX6

設置環境

大きさ • 幅：180 mm（7.1インチ）
• 高さ：140 mm（5.5インチ）
• 奥行：52 mm（2.0インチ）

重量 0.6 kg (1.32 lbs). 0.6 kg (1.32 lbs).
EMCコンプライアンス •ヨーロッパ：2004/108 / EC

•オーストラリアおよびニュージーランド：C-Tick、コンプライアンスレベル2
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• 舵参照センサー
• 電源
• 駆動モーター
• グラウンド

• 動作温度：-20ºC～
+ 55ºC（-4ºF～+131ºF）

• 保管温度：-30ºC～
+70ºC（-22°F～+ 158°F）

• 相対湿度：最大93％
• 防水評価：
• コネクタパネル：IPX2
• ドライブエレクトロニクス：

IPX6

• 幅：180 mm（7.1インチ）
• 高さ：140 mm（5.5インチ）
• 奥行：52 mm（2.0インチ）



9.3技術仕様— ACU-200、ACU-300、ACU-400
ACU-200 ACU-300 ACU-400

駆動電流出力 • 供給電圧で最大連続
15A

• 供給電圧で最大連続
5A

• 供給電圧で最大連続
30A

駆動クラッチ出力 最大2.0 A連続
12/24 Vから選択可能

クラッチ接続なし • 12 Vシステムで12 V
で最大4 A連続

• 24 Vシステムで24 
Vで最大4 A連続

• 24 Vシステムで12 
Vで最大4 A連続

接続 • 舵参照センサー
• スリープスイッチ
• 電源
• 駆動モーター
• 駆動クラッチ
• グラウンド

• 舵参照センサー
• スリープスイッチ
• 電源
• ソレノイドのドライ

ブアウト/リターン
• グラウンド

•舵参照センサー
•スリープスイッチ
•電源
•駆動モーター
•駆動クラッチ
•グラウンド
•デジタル入力/出力
（DIO）

公称供給電圧 12 V or 24 V
動作電圧範囲 10.8 V to 31.2 V dc
消費電力
（スタンバイ）—主電源

300 mA (12 / 24 V)

消費電力
（スタンバイ）—
SeaTalkng®電源

20 mA (12 V)

SeaTalkng®LEN
（負荷当量番号）

1

SeaTalkng®パワーアウト 3 A at 12 V (fuse protected at 3 A).
データ接続 SeaTalkng®
環境 設置環境

• 動作温度：-20ºC～+55ºC（-4ºF～+131ºF）
• 保管温度：-30ºC～+70ºC（-22°F～+ 158°F）
• 相対湿度：最大93％
• 防水性：防滴

大きさ • 幅：285 mm（11.2インチ）
• 高さ：211.5 mm（8.3インチ）
• 奥行き：64.5 mm（2.5インチ）

重量 2.2 kg (4.84 lbs).
EMC コンプライアンス •ヨーロッパ：2004/108 / EC

•オーストラリアおよびニュージーランド：C-Tick、コンプライアンスレベル2
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第10章：スペアとアクセサリー 

章の内容
•10.1スペアパーツ（70ページ）
•10.2 Evolution SeaTalkngケーブルキット（70ページ）
•10.3SeaTalkng®ケーブルとアクセサリー（71ページ）
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10.1スペアパーツ
項目 品番 注釈
SeaTalkng
ケーブルキット

R70160 構成：
• SeaTalkng電源

ケーブル0.4
m（1.3フィー
ト）（数量：1）

• SeaTalkngバック
ボーンケーブル5
m（16.4フィー
ト）（数量：1）

• SeaTalkngスパー
ケーブル0.4
m（1.3フィー
ト）（数量：1）

• SeaTalkng
5ウェイコネクタ
ブロック（数
量：1）

• SeaTalkng
Tピースコネクタ
（数量：2）

• SeaTalkngターミ
ネーター（数
量：2）

DeviceNetケー
ブルキット

R70192 構成：

•

•

DeviceNetアダ
プターケーブ
ル（メス）
（数量：2）

SeaTalkng電
源ケーブル
（数量：1）

• SeaTalkngター
ミネーター
（数量：2）

Sealing ring pack R70161
EV-1 / EV-2 wall
bracket

R70162

Deck mounting kit A80437 構成：
•取り付けアダプター
（クラムシェル）
•ライザー
•ウォールブラケット
•シーリングリング
•固定具

10.2 Evolution SeaTalkngケーブルキット
Evolutionコンポーネント用のSeaTalkngケーブルキットが利用
可能です。

このケーブルキットは、いくつかの典型的なEvolutionシステム
のすべてのSeaTalkng接続に必要なケーブルを提供します。 こ
のキットは、特定のEvolutionシス
エムに付属しています。 このキットは、オプションの
テクセサリ、部品番号R70160としても入手できます。
アンストールを完了するために追加のSeaTalkngケーブルまた
はアクセサリが必要な場合
は、10.3SeaTalkng®ケーブルおよびアクセサリの部品番号の
リストを参照してください。

ケーブルキットの内容

項目 説明 量 長さ
1 SeaTalkng電源

ケーブル
1 0.4 m (1.3 ft)

2 SeaTalkngバック
ボーンケーブル

1 5 m (16.4 ft)

3 SeaTalkng
スパーケーブル

1 0.4 m (1.3 ft)

4 SeaTalkng 5ウェイ
コネクタブロック 1 —

5 SeaTalkng Tピース 2 —

6 SeaTalkng
ターミネーター 2 —
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10.3SeaTalkng®ケーブルとア
クセサリー
互換性のある製品で使用するSeaTalkngケーブ
ルとアクセサリー。
説明 部品番号 注釈
SeaTalkng
スターターキット

T70134 含まれるもの：
• 1 x 5ウェイコネクタ

（A06064）
• 2 xバックボーンターミ

ネーター（A06031）
• 1 x 3 m（9.8フィート）

スパーケーブル
（A06040）

• 1 x電源ケーブル
（A06049）

SeaTalkng
バックボーンキット

A25062 含まれるもの：:
• 2 x 5m（16.4フィート）

バックボーンケーブル
（A06036）

• 1 x 20m（65.6ft）バッ
クボーンケーブル
（A06037）

• 4 x Tピース（A06028）
• 2 xバックボーンターミ

ネーター（A06031）
• 1 x電源ケーブル

（A06049）

SeaTalkng 0.4m
(1.3ft) spur

A06038

SeaTalkng 1 m
(3.3ft) spur

A06039

SeaTalkng 3 m
(9.8ft) spur

A06040

SeaTalkng 5 m
(16.4ft) spur

A06041

SeaTalkng 0.4 m
(1.3 ft) elbow spur

A06042

SeaTalkng 0.4m
(1.3ft) backbone

A06033

SeaTalkng 1 m
(3.3ft) backbone

A06034

SeaTalkng 3 m
(9.8ft) backbone

A06035

SeaTalkng 5 m
(16.4ft) backbone

A06036

SeaTalkng 9 m
(29.5ft) backbone

A06068

SeaTalkng 20 m
(65.6ft) backbone

A06037

SeaTalkng to bare
ends 1 m (3.3ft)
spur

A06043

Description Part No Notes
SeaTalkng to bare
ends 3 m (9.8ft)
spur

A06044

SeaTalkng Power
cable

A06049

SeaTalkng
Terminator

A06031

SeaTalkng T-piece A06028 Provides 1 x spur
connection

SeaTalkng 5–way
connector

A06064 Provides 3 x spur
connections

SeaTalkng
backbone extender

A06030

SeaTalk to
SeaTalkng converter
kit

E22158 SeaTalkデバイスを
SeaTalkngシステム
に接続できます。

SeaTalkng Inline
terminator

A80001 幹線ケーブルをバックボー
ンケーブルの端に直接接続
します。 Tピースは必要あ
りません。

SeaTalkng Blanking
plug

A06032

ACU / SPX
SeaTalkng spur
cable 0.3 m (1.0 ft)

R12112 SPXコースコンピュー
ターまたはACUを
SeaTalkngバックボーンに
接続します。

SeaTalk (3 pin) to
SeaTalkng adaptor
cable 0.4m (1.3ft)

A06047

SeaTalk to
SeaTalkng spur 1
m (3.3ft) spur

A22164

SeaTalk2 (5 pin) to
SeaTalkng adaptor
cable 0.4m (1.3ft)

A06048

DeviceNet adaptor
cable (Female)

A06045 NMEA 2000デバイス
をSeaTalkngシステム
に接続できます。

DeviceNet adaptor
cable (Male)

A06046 NMEA 2000デバイス
をSeaTalkngシステム
に接続できます。

DeviceNet adaptor
cable (Female) to
bare ends.

E05026 NMEA 2000デバイス
をSeaTalkngシステム
に接続できます。

DeviceNet adaptor
cable (Male) to bare
ends.

E05027 NMEA 2000デバイス
をSeaTalkngシステム
に接続できます。
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付録A NMEA 2000センテンス（PGN）— EV-1およびEV-2

EV-1およびEV-2は、次のNMEA 2000文をサポートしています。
メッセージ番号 メッセージの説明 送信 受信
59392 ISO 認知 ●

59904 ISO 要求 ● ●

60928 ISO アドレス要求 ● ●

65240 ISO コマンドアドレス ●

126208 NMEA - リクエストグループ機能 ● ●

126208 NMEA - コマンドグループ機能 ● ●

126208 NMEA - 承認グループ機能 ● ●

126464 PGNリスト ● ●

126996
製品情報：

• NMEA 2000データベースバージョン
• NMEAメーカーの製品コード
• NMEAメーカーのモデルID
• 製造元のソフトウェアバージョンコード
• メーカーのモデルバージョン
• メーカーのモデルシリアルコード
• NMEA 2000認定レベル
• 負荷の等価性

●

127245 舵角 ● ●

127250 船首 ● ●

127258 磁気変動 ●

128259 スピードスルーウォーター（STW）（参照） ●

129026 Course Over Ground（COG）およびSpeed Over 
Ground（SOG）の迅速な更新

●

129029 GNSS位置データ：
• 日付
• 時間
• 緯度
• 経度

●

129283 クロストラックエラー ●

129284 ナビゲーションデータ（次のルートの場合）：
• ウェイポイントまでのアクティブな脚の距離（DTW）
• コース/ベアリングのリファレンス
• 垂直交差
• 到着サークルに入った
• 計算タイプ
• 到着予定時刻（ETA）
• 到着予定日
• アクティブレッグベアリングの起点から終点

（BOD）
• ウェイポイントへのアクティブレッグベアリング

（BTW）

●
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メッセージ番号 メッセージの説明

• アクティブレッグオリジンウェイポイントID
• アクティブなウェイポイントID
• 目的地ウェイポイント緯度
• 宛先ウェイポイント経度
• ウェイポイント閉鎖速度

129285 アクティブなウェイポイントデータ ●

130306 風データ ●
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付録B NMEA 2000センテンス（PGN）— ACU
ACUは、次のNMEA 2000文をサポートしています。
メッセージ番号 メッセージの説明 送信 受信
59392 ●

59904 ● ●

60928 ● ●

65240 ●

126208 ●

126208 ●

126208 ● ●

126464 ● ●

126996 製品情報：

• NMEA 2000データベースバージョン
• NMEAメーカーの製品コード
• NMEAメーカーのモデルID
• 製造元のソフトウェアバージョンコード
• メーカーのモデルバージョン
• メーカーのモデルシリアルコード
• NMEA 2000認定レベル
• 負荷の等価性

●

127245 舵角 ● ●
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Mounting tray template - surface mounting

Bracket mounting template - wall mounting

NOTE: This document may not
print true to scale. Before
modifying mounting surface,
ensure printed template matches
the measurements provided.

Drill holes appropriate for surface
and fixing screws, in 3 positions

52
.7 

mm
 (2

.07
 in

) 15
.0 

mm
 (0

.59
 in

)

55.9 mm (2.20 in)

Drill holes appropriate for surface
and fixing screws, in 4 positions

38
.8 

mm
 (1

.53
 in

)

26.5 mm (1.04 in)

25.9 mm (1.02 in)

70.2 mm (2.76 in)

44.3 mm (1.74 in)
20

.3 
mm

 (0
.8 

in)

87.5 mm (3.44 in)

50.5 mm (1.99 in)

32.0 mm (1.26 in)

Document number: 87170-3
Date: 05-2019

Drill hole for SeaTalkng cable, 
12 mm (0.47 in) diameter.



Index

A
ACU (Actuator Control Unit) ...................................11
AHRS (Attitude Heading Reference Sensor) ..........11
Alarms ................................................................... 51
Autopilot controller documentation ........................ 10
Autopilot controllers, SeaTalk® ............................. 16
Autopilot controllers, SeaTalkng® ......................... 16
Autopilot set-up...................................................... 50

B
Backbone length, SeaTalkng® .............................. 27
Battery connection..................................... 28, 30, 36
Bracket mounting, EV-1......................................... 44
Bypass valve connection, ACU-300 ...................... 39

C
Cable bend radius ................................................. 26
Cable connection, See Connecting cables
Cable connector, See Connecting cables
Cable protection .................................................... 26
Cable routing ......................................................... 26
Circuit breaker connection......................... 28, 31, 36
Cleaning ............................................................ 7, 59
Clutch connection, ACU-200 ................................. 37
Clutch connection, ACU-400 ................................. 37
Clutch voltage switch, ACU-200............................ 38
Clutch voltage switch, ACU-400............................ 38
Compass safe distance ......................................... 22
Connecting cables................................................. 26
Connections, ACU-100.......................................... 29
Connections, ACU-150.......................................... 29
Connections, ACU-200.......................................... 34
Connections, ACU-300.......................................... 34
Connections, ACU-400.......................................... 34
Connections, EV Sensor ....................................... 26
Connectors, EV Sensor, See Connections, EV
Sensor
Contact details....................................................... 62

D
Diagnostics, ACU .................................................. 55
Diagnostics, EV-1.................................................. 54
Dimensions, ACU .................................................. 23
Dimensions, EV sensor ......................................... 23
Dis-assembly, Mounting adaptor ........................... 45
Distribution panel connection .................... 28, 31, 36
Drive cable length............................................ 31, 37
Drive cable size ............................................... 31, 37
Drive connection, ACU-100................................... 32
Drive connection, ACU-150................................... 32
Drive connection, ACU-200................................... 37
Drive connection, ACU-400................................... 37
Drive types............................................................. 17
Drive units.............................................................. 17

E
Electromagnetic Compatibility ............................... 22
EMC, See Electromagnetic Compatibility

Essential system components ............................... 12
Evolution autopilot system......................................11
Evolution Products................................................. 10

F
Fuse rating, ACU............................................. 29, 35
Fuse rating, SeaTalkng® ....................................... 27

H
Hydraulic pumps.................................................... 17

I
Installation, ACU-100............................................. 46
Installation, ACU-150............................................. 46
Installation, ACU-200............................................. 47
Installation, ACU-300............................................. 47
Installation, ACU-400............................................. 47
Installation, Drive unit ...................................... 10, 47
Installation, EV-1 ................................................... 44
Interference ........................................................... 22

See also Compass safe distance

L
LED status, ACU ................................................... 55
LED status, EV-1................................................... 54
Load equivalency number ..................................... 27
Location requirements, ACU ................................. 22
Location requirements, EV sensor ........................ 21
Locking collar......................................................... 26

M
Maintenance...................................................... 7, 58
Maximum drive output ........................................... 10
Maximum power output ......................................... 17
Maximum system loading, SeaTalkng® ................ 27
MDS exceptions .................................................... 12
Mechanical hydraulic linear drives......................... 17
Mechanical linear drives ........................................ 17
Minimum system, ACU-100................................... 19
Minimum system, ACU-150................................... 19
Minimum system, ACU-200................................... 20
Minimum system, ACU-300................................... 20
Minimum system, ACU-400................................... 20
Motor connection, ACU-100 .................................. 32
Motor connection, ACU-150 .................................. 32
Motor connection, ACU-200 .................................. 37
Motor connection, ACU-400 .................................. 37
Mounting location, ACU......................................... 22
Mounting location, EV sensor................................ 21
Mounting template ................................................. 10
Mounting, ACU-100............................................... 46
Mounting, ACU-150............................................... 46
Mounting, ACU-200............................................... 47
Mounting, ACU-300............................................... 47
Mounting, ACU-400............................................... 47
Mounting, EV-1...................................................... 44
Multiple data sources (MDS) ................................. 12
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N
Network length, SeaTalkng®, See Backbone
length, SeaTalkng®

O
Optional system components ................................ 12

P
Post-installation ..................................................... 50
Power cable length .......................................... 31, 37
Power cable size ............................................. 31, 37
Power connection point ......................................... 27
Power connection, ACU ........................................ 29
Power connection, ACU-200 ................................. 34
Power connection, ACU-300 ................................. 34
Power connection, ACU-400 ................................. 34
Power connection, EV Sensor............................... 27
Power supply protection, ACU......................... 29, 35
Product documentation.......................................... 10
Product features .....................................................11
Product support ..................................................... 62

R
Recommended system components ..................... 12
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