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第1章：重要な情報

認定インストール
Raymarineでは、Raymarine認定のインストーラーによる認定インストールを推奨しています。 認定さ
れたインストールは、製品保証の強化特典の対象となります。 詳細についてはRaymarineディーラーに
お問い合わせください。製品に同梱されている別の保証書を参照してください。

警告：製品のインストールと操作
• この製品は、提供されている指示に従ってインストールおよび操作する必要が

あります。 そうしないと、怪我、船舶の損傷、製品の性能低下の原因となる
可能性があります。

• Raymarineでは、Raymarine認定のインストーラーによる認定インストールを
推奨しています。 認定されたインストールは、製品保証の強化特典の対象と
なります。 詳細についてはRaymarineディーラーにお問い合わせください。
製品に同梱されている別の保証書を参照してください。

警告：高電圧
この製品には高電圧が含まれている場合があります。 提供されているドキュメ
ントで特に指示がない限り、カバーを取り外したり、内部コンポーネントにア
クセスしたりしないでください。

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：トランスデューサーの操作
トランスデューサーは水中でのみテストおよび操作してください。 過熱が発
生する可能性があるため、水から操作しないでください。

警告：マリングレードシーラント
マリングレードの中性硬化ポリウレタンシーラントのみを使用してください。 プラスチック部品に損傷を与
える可能性のあるアセテートまたはシリコンを含むシーラント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。

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。

Important information
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水の浸入

水浸入免責事項
この製品の防水定格容量は、製品の技術仕様で言及されているIPX標準に適合しています。

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。

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。

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義務付けられています。

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の対象外であるレ
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。

（SOLAS）運送規制

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ページのドキュメント情報
•2.2製品の概要（11ページ）
•2.3ページの製品ドキュメント

Document and product information 9



2.1 文書情報
このドキュメントには、Raymarine製品のインストールに関する重要な情報が含まれています。 
このドキュメントには、次の情報が含まれています。
• インストールを計画し、必要なすべての機器があることを確認します。
• 接続された海洋電子機器の幅広いシステムの一部として製品をインストールして接続します。
• 問題のトラブルシューティングを行い、必要に応じて技術サポートを受ける。

このおよびその他のRaymarine製品ドキュメントは、PDF形式でダウンロードできます。 
www.raymarine.com/manuals.

対象製品
このドキュメントは、次の製品に適用されます。 

RV-100 RealVision™3Dトランサムマウントトランスデューサー

Part number Description Construction
A80464 RV-100 RealVision™3Dトランサムマウントトランスデューサー プラスチック

•RV-100はRealVision™3Dトランスデューサーであり、3Dソナー画像を生成できます。
•トランスデューサーは、LightHouse™3ソフトウェアを実行するRealVision™3DバリアントMFDに接続できます。

注：RV-100 RealVision™3Dトランスデューサには、追加の取り付けオプションを利用できます。 
これらには以下が含まれます。

•部品番号A80479：RealVision™3Dトランスデューサーステップマウント
•部品番号A80480：RealVision™3Dトランスデューサージャックプレートマウント
•部品番号A80482：RealVision™3Dトランスデューサージャックプレートスペーサーキット
取り付けに関する詳細については、これらの製品に付属のマニュアルを参照してください。

イラストを文書化する
お使いの製品は、製品の種類と製造日によって、このドキュメントの図に示されているものと
わずかに異なる場合があります。
すべての画像は、説明のみを目的として提供されています。

10

http://www.raymarine.com/manuals


2.2 製品の概要
RV-100は、船体の下にある物体のリアルな3D表現を生成できるトランサム搭載RealVision™3Dソ
ナートランスデューサーで、水中の構造物の特定と魚の位置特定に役立ちます。

• 4つのソナーチャネル：DownVision™、SideVision™、CHIRP、およびRealVision™3Dソナーテクノ
ロジーを1つのユニットに統合。

• 強力で実用的なソナーの動作範囲：
‒ CHIRPソナー= 0.6 M（2フィート）から274 m（900フィート）
‒ DownVision™= 0.6 M（2フィート）～183 m（600フィート）
‒ SideVision™= 0.6 M（2フィート）～91 m（300フィート）
‒ RealVision™3D = 0.6 M（2フィート）～91 m（300フィート）

• 内蔵AHRS（姿勢および方位基準システム）センサーは、ソナーイメージングの安定化に役立
ち、船舶の動きを自動的に補正します。

• コンパクトなユニットとトランサムの取り付け方法により、簡単かつ柔軟に設置できます。
• 8 m（26.2フィート）ケーブルが含まれています。
• IPX6、IPX7、IPX8に防水。

Document and product information 11



2.3 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。すべてのドキュメントは、PDFとしてダ
ウンロードできます。 www.raymarine.com/manuals

ドキュメンテーション

Description Part number
インストール手順（このドキュメント） 87337
RV-100トランスデューサー取り付けテンプレート 87294
RV-100ハル/ステップブラケットの取
り付け手順

87305

RV-100ジャックプレートマウントおよび
スペーサーキットのインストール手順

87306

LightHouse™3基本操作手順。 MFDのSonar
アプリケーションの基本的な操作手順が含
まれています。

81369

LightHouse™3の高度な操作手順。 MFDのSonar
アプリケーションの高度な操作手順が含まれて
います。

81370

操作説明
製品の詳細な操作手順については、ディスプレイに付属のマニュアルを参照してください。

LightHouse™3 MFD操作手順
MFDの操作手順については、LightHouse™3 MFD操作手順を参照してください。

Basic（81369）および
Advanced（81370）LightHouse™3操作手順
は、Raymarine Webサイトからダウンロードできま
す。www.raymarine.com/manuals

12
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章3：インストールの計画

章の内容
• 3.1 14ページのインストールチェックリスト
• 3.2 15ページに記載されている部品
• 3.3必要な追加コンポーネント（16ページ）
• 3.4必要なツール（17ページ）
• 3.5トランスデューサーの場所の選択（18ページ）
• 3.6トランスデューサーの寸法— 19ページのRV-100

Planning the installation 13



3.1 インストールチェックリスト
インストールには、次のアクティビティが含まれます。

インストール作業
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。

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。

14



3.2 付属品

Item Description Quantity
1 エスカッションプレート。 1
2 トランスデューサー取り付けブラケット。 1
3 8 m（26.2フィート）ケーブルを含むトランスデューサー。 1

固定具：
エスカッションプレートを取り付けるためのセルフタッ
パーネジ（なべ頭）。

4

トランスデューサーブラケットを取り付けるためのセル
フタッパーネジ（なべ頭）。

3

ワッシャー 1
M10 ボルト 1
ロックナット（M10ボルト用）。 1

4

ラチェットプレート（M10ボルト用）。 1
5 ドキュメントパック。 1

ロッキングカラーキット（トランスデューサケーブルコネ
クタ用）：
「O」リング 1
スプリットリング（スペアを含む）。 2
ロッキングカラー 1

6

スプリットリングフィッティングツール。 1

Planning the installation 15



3.3 必要な追加コンポーネント
この製品は電子システムの一部であり、完全な動作のために次の追加コンポーネントが必要で
す。
• 互換性のあるRealVision™3Dソナー対応デバイス。 互換性のある製品のリストについては、互換

性のあるRealVision™3D製品を参照してください。
• より長いケーブル配線の場合、トランスデューサー延長ケーブルも必要です。 適切なケーブル

については、第10章「スペアとアクセサリ」を参照してください。

互換性のあるRealVision™3D製品
トランスデューサーは、RealVision™3Dソナー対応デバイスに接続する必要があります。 以
下のRealVision™3Dソナー対応製品は、トランスデューサーと互換性があります。

Description Part number(s)
Axiom™ 7 RV 3D variants E70365, E70365–03,

E70365–DISP
Axiom™ 9 RV 3D variants E70367, E70367–02,

E70367–03, E70367–DISP
Axiom™ 12 RV 3D variants E70369, E70369–3,

E70369–DISP

Axiom™ Pro 9 RVX E70371
Axiom™ Pro 12 RVX E70372
Axiom™ Pro 16 RVX E70373

16



3.4 必要なツール
トランスデューサーを取り付けるには、次のツールが必要です。

1.パワードリル
2. Pozidriveドライバー
3. 14 mmレンチのペア
4.マリングレードの中性硬化ポリウレタンシーラント（非アセテートおよび非シリコーン
ベース）
5. 3.5 mmドリルビット*
6.粘着テープ
7. 25 mm（1インチ）ホールソー（ケーブルをバルクヘッドに配線する場合にのみ必要）

注意：
*取り付け面の厚さと材質によっては、異なる直径のドリルビットが必要になる場合がありま
す。
付属のネジは、直径4.2 mmのステンレス製タッピングDIN 7049-ST（8番ネジ、直径0.164イ
ンチに相当）です。 取り付けブラケットを取り付けるために、長さ18 mmの3本のネジが用意
されています。 エスカッションプレートを取り付けるために、長さ13 mmの4本のネジが用意
されています。
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3.5 トランスデューサーの場所を選択する
トランスデューサーの場所を選択するときは、以下のガイドラインに従う必要があります。
注：トランスデューサは、トランサムがプロペラの後方にある船舶への取り付けには適し
ていません。

最高の性能を得るには、乱流と通気が最も少ない場所にトランスデューサーを設置する必要があり
ます。 これを判断する最も効果的な方法は、進行中にトランサム周辺の水流を確認することで
す。
• キール（中心線）の近くに、船舶が滑走して旋回しているときにトランスデューサー要素

が完全に水没する位置に取り付けます。
• 後流を避けるため、プロペラから適切な距離を置いてください。
• ボートの打ち上げ、持ち上げ、トレーラ、および保管中にトランスデューサに負荷がかか

らない場所に取り付けます。

• 時計回りに回転するプロペラの場合、トランスデューサーを右board側に取り付けます。
• 反時計回りに、ポート側に取り付けます。
• ツインエンジン船では、エンジン間にトランスデューサーを取り付けます。
• 乱流は、ステップ（1）、リブ（2）、リベットの列（3）、ストレーク（4）など、他の多くの

要因によって発生する可能性があります。 乱気流はこれらの場所の後方に現れます。

• 船の前面の下に閉じ込められた空気は、船体の下を移動し、後部に通気として現れることがあります。

注：最適なトランスデューサーの位置は、船舶のタイプによって異なります。 最適なトランスデューサーの高
さと角度は、水中の容器でトランスデューサーをテストすることで取得する必要があります。
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3.6 Transducer dimensions — RV-100

• RV-100ケーブル長：8 m（26.2フィート）
注：ディスプレイの後ろのスペースが限られている設置の場合、直角トランスデューサーケー
ブルアダプターが利用可能です（A80515）。

Planning the installation 19
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章4：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

• 23ページの4.2ケーブル配線

Cables and connections 21



4.1一般的なケーブル案内

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。

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
すべてのケーブルが適切にシールドされており、ケーブルのシールドに損傷がないことを確認して
ください。

注意：トランスデューサーケーブル
• 変換器ケーブルを使用して変換器を持ち上げたり、吊り下げたりしないでく

ださい。 設置中は常にトランスデューサー本体を直接支えてください。
• 変換器ケーブルを切断、短縮、またはスプライスしないでください。
• コネクタを取り外さないでください。

ケーブルが切断された場合、修理できません。 ケーブルを切断すると、保
証も無効になります。
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4.2 ケーブル配線
トランスデューサケーブルのケーブル配線要件.

重要：干渉を避けるため、ケーブルはVHF無線アンテナデバイスとケーブルから可能な限り遠
くに配線する必要があります。

重要：トランスデューサーケーブルのコネクターには、ケーブルをRealVision™3Dソナー対応デ
バイス（Axiom RVマルチファンクションディスプレイなど）にしっかりと固定するために使用
される独立したロックカラーアセンブリが付属しています。 ロックカラーを取り付ける前に、
ケーブルを3Dソナー対応デバイスまで完全に配線してください。

• ケーブルが接続される機器に届くのに十分な長さであることを確認します。 必要に応じて、次
のオプションの延長ケーブルを使用できます。
‒ RealVision™トランスデューサー延長ケーブル3 m（9.8フィート）（部品番号A80475）
‒ RealVision™トランスデューサー延長ケーブル5 m（16.4フィート）（部品番号A80476）
‒ RealVision™トランスデューサー延長ケーブル8 m（26.2フィート）（部品番号A80477）

• トランスデューサーが上下に回転できるように、トランスデューサー端でトランスデューサー
ケーブルに十分なたるみがあることを確認します。

• ケーブルクリップ（付属していません）を使用して、定期的にケーブルを固定します。
• 余分なケーブルは、都合の良い場所に巻いてください。

RealVision™3Dトランスデューサー延長ケーブル
最高のパフォーマンスを得るには、ケーブル配線を最小限に抑える必要があります。 ただし、
一部の設置では、変換器ケーブルを延長する必要がある場合があります。
• 3 m（9.8フィート）、5 m（16.4フィート）、および8 m（26.2フィート）のトランスデューサー

延長ケーブルが利用可能です（部品番号：3 m-A80475、5 m-A80476、8 m-A80477）。
• 最大2つのケーブル延長を使用し、ケーブルの合計長が18 m（59フィート）を超えないように

することをお勧めします。
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第5章：マウント

章の内容
•26ページの5.1インストール前のテスト
•5.2トランサムマウントブラケットの取り付け（27ペー
ジ）
•5.3トランスデューサーの取り付け（28ページ）
•5.4コネクタロックカラーの取り付け（30ページ）
•5.5接続の作成（34ページ）
•5.6盾形プレートの取り付け（35ページ）
•5.7トランスデューサーのテストと調整（36ページ）
•5.8トランスデューサーの取り付けの完了ページ38
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5.1設置前テスト

トランスデューサーのテスト
トランスデューサーの動作はインストール前に確認する必要があります。

1. 1RealVision™3Dソナー対応デバイス（Axiom RV多機能ディスプレイなど）のトランスデュー
サー接続にトランスデューサーを接続します。

2. トランスデューサーを水に完全に浸します。
3.  RealVision™3Dソナー対応デバイス、および/または多機能ディスプレイの電源を入れます。
4. 多機能ディスプレイでFishfinder（Sonar）アプリケーションを開きます。
5. 必要に応じて、チャンネル選択ページ（メニュー>チャンネル）から関連するトランスデュー

サ/チャンネルを選択します。
6. 正確な深さと温度の測定値が表示されることを確認します。
7. 測定値を取得するのが困難な場合は、Raymarineテクニカルサポートにお問い合わせくださ

い。

警告：トランスデューサーの操作
トランスデューサーは水中でのみテストおよび操作してください。 過熱が発
生する可能性があるため、水から操作しないでください。
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5.2 トランサムマウントブラケットの取付
トランスデューサーは、付属の取り付けブラケットを使用してトランサムに取り付ける必要があ
ります。 以下の手順は、トランスデューサの性能をテストするために必要な初期の取り付け手順
を説明しています。 トランスデューサーのテスト後、トランスデューサーの取り付けの完了セク
ションの指示に従って取り付けを完了する必要があります。
1.マスキングまたは粘着テープを使用して、トランスデューサーの取り付けテンプレートを選択
した場所に固定します。

1 トランスデューサー取り付けテンプレート
2 喫水線
3 プロペラから離れて取り付ける
2.テンプレートがウォーターラインに平行であることを確認します。
3.テンプレートに示されているように、調整スロットのネジ用に2つの穴を開けます。

注：取り付け面の欠けを防ぐには、画家のテープを使用してドリル領域をマスクします。

注：この段階では、3番目の取り付け穴を開けないでください。
4. 2つの穴にマリングレードシーラントを充填します。
5. pozi-driveドライバーと付属のネジを使用して、2つの調整スロットを使用してトランサム

マウントブラケットを固定します。

注：3番目の固定ネジは、トランスデューサーのテストが正常に完了するまで使用されません。
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5.3 トランスデューサーの取り付け
トランスデューサーは、付属の取り付けブラケットを使用してトランサムに取り付ける必要があ
ります。 以下の手順は、トランスデューサの性能をテストするために必要な初期の取り付け手順
を説明しています。 トランスデューサーのテスト後、トランスデューサーの取り付けの完了セク
ションの指示に従って取り付けを完了する必要があります。

注：この手順を開始する前に、プラスチック製の留め具（図では「A」とマークされている）がトラン
スデューサケーブルの前に既に配置されていることを確認してください。 そうでない場合は、チョッ
クを正しい位置に押し込み、チョックの穴をトランスデューサーハンガーの穴に合わせます。

1. 1.変換器ハンガーを取り付けブラケットアームの間に配置し、変換器ケーブルがアーム間で配線
され、中央の穴がアームの穴と揃うようにします。

2. 2.フランジ付き取り付けボルトを取り付けブラケットアセンブリに通します。
3. 3.フランジ付きナイロックナットを取り付けボルトの端にねじ込み、手で締めます。
4. 4. 14 mmレンチのペアを使用して、トランスデューサーハンガーが所定の位置に留まるまで

ナットを取り付けボルトに締め付けますが、手動で調整できます。
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5.トランスデューサーの底面がウォーターラインと平行になるようにトランスデューサーハンガーを
配置し、ハンガーがしっかりと固定されるまで取り付けボルトを締めます。

トランスデューサの位置は、テスト中にさらに調整されます。
注：変換器ハンガーの上部にあるM5ネジは調整しないでください。 このネジは、トランス
デューサーをハンガー上に正しく配置します。特に指示がない限り、調整しないでください（た
とえば、ステップマウントアクセサリーを使用する場合）。
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5.4 コネクタロックカラーの取り付け
付属のケーブルには、別のロッキングカラーアセンブリが付属しており、ケーブル接続が確実に
行われます。
この手順では、ケーブルコネクターにロックカラーを取り付ける方法について説明します。 ロッ
キングカラーの部品は、製品のパッケージに含まれる別の袋に入れて提供されます。

重要：ロッキングカラーを取り付ける前に、ケーブルを目的地まで完全に配線してくださ
い。
1.ロックカラーをコネクタの端にスライドさせ、コネクタのケーブル端に向かって押し込みます。

重要：ロッキングカラーのラグ（図では「A」とラベル付けされている）がコネクタのプラグ
端に最も近いことを確認してください。

2.分割リングをコネクタの端にスライドさせ、コネクタのケーブル端に向かって押し込みます。

重要：分割リングのタブ（図では「B」のラベルが付いています）がコネクターのケーブル端
に最も近いことを確認してください。
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分割リングは、コネクタの成形品に突き当たる前に、コネクタ上で約1 cm簡単にスライドしま
す。

3.付属のツールの先の尖った端を分割リングの隙間（図では「C」のラベル）に慎重に挿入します。

このツールは、スプリットリングの隙間を広げて、次の手順でスプリットリングをさらにコ
ネクタに押し戻すことができるようにします。

重要：スプリットリングを取り付けるときは、必ず付属のツールを使用してください。 ツールを使用せ
ずに取り付けようとすると、スプリットリングが伸びすぎて破損する場合があります。

重要：破損した場合に備えて、予備のスプリットリングがロッキングカラーアセンブリに付属しています。
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4.ツールを使用して、コネクタのケーブル端に向かって約0.5 cm後方の位置にカチッと収まるまで、
分割リングをコネクタのモールディングの上に静かにてこ入れします。

これでツールを削除できます。 分割リングはコネクタ上の位置に留まりますが、自由に回転します。

5. Oリング（矢印）をコネクタの端に沿ってスライドさせ、コネクタモールディングに対して、スプリッ
トリングに隣接してまっすぐに収まるようにします。
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6.コネクターのプラグ側にロックカラーをスライドさせ、必要に応じてカラーを回転させて、
ロックカラーのラグ（図では「D」のラベル）がチャネル（「E」のラベル） スプリットリング。

ロッキングカラーは、スプリットリング成形品に突き当たる前に、コネクタのプラグエンドに
向かって簡単にスライドします。

7.片手でコネクタの本体をつかみ、もう片方の手でコネクタのプラグ端に向かってロックカラーを
しっかりと引きます。

ロッキングカラーを引っ張ると、カチッという音がしてスプリットリング上の所定の位置に
カチッと収まります。 ロッキングカラーはコネクタ上の所定の位置に留まりますが、自由に
回転します。
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5.5 接続する
以下の手順に従って、ケーブルを製品に接続します。
1. 船舶の電源がオフになっていることを確認します。
2. ユニットに接続されているデバイスが、そのデバイスに付属のインストール手順に従ってイ

ンストールされていることを確認します。
3. 正しい方向を確認して、ケーブルコネクタをユニットの対応するコネクタに完全に押し込み

ます。
4. ロックカラーを時計回りに回してケーブルを固定します。

RealVision™3Dトランスデューサー延長ケーブル
最高のパフォーマンスを得るには、ケーブル配線を最小限に抑える必要があります。 ただし、
一部の設置では、変換器ケーブルを延長する必要がある場合があります。
• 3 m（9.8フィート）、5 m（16.4フィート）、および8 m（26.2フィート）のトランスデューサー

延長ケーブルが利用可能です（部品番号：3 m-A80475、5 m-A80476、8 m-A80477）。

• 最大2つのケーブル延長を使用し、ケーブルの合計長が18 m（59フィート）を超えないように
することをお勧めします。
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5.6盾形プレートの取り付け
RV-100トランスデューサには、盾形プレートが付属しています。
トランサムまたはバルクヘッドを通してトランスデューサケーブルを配線することを選択した場
合、エスカッションプレートを使用して、ケーブルを収容するために必要な穴を覆うことができ
ます。 プレートは、直径25 mm（1インチ）の穴に収まるように設計されています。
トランサムまたはバルクヘッドの穴にトランスデューサーケーブルを通した後、図のようにエス
カッションプレートを取り付けます。エスカッションプレートと取り付け面の間にケーブルが挟
まれないように注意してください。

注：変換器ケーブルの損傷を防ぐため、ファイルを使用してケーブルが通る穴の端を丸めま
す。
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5.7 トランスデューサーのテストと調整
最初の取り付け手順を実行したら、取り付けを完了する前にトランスデューサーをテストする必
要があります。
テストは、深さ0.7 m（2.3フィート）を超え、トランスデューサーの最大深さ範囲よりも浅い水
槽で実施する必要があります。
1. ディスプレイでSonarアプリケーションを開き、Sonarチャンネルを選択します。
2. 数秒後、画面の下部が表示され、深さの読み取り値が表示されます。
3. 船舶を低速で動かし始め、深さの読み取り値と鮮明な画像が表示されることを確認します。
4. 表示を確認しながら血管速度を徐々に上げます。画像が劣化したり、低速で底がなくなったり

した場合は、トランスデューサーを調整する必要があります。
5. 角度と高さを少しずつ調整し、最適なパフォーマンスが得られるまで毎回再テストする必要が

あります。
6. 最高のパフォーマンスを得るには、トランスデューサーアセンブリの下半分が、トランス

デューサーの近くにある船体の最下点よりも低くなるように配置する必要があります。 次の図
では、破線はトランスデューサーの近くの船体の最低点を示しています。

5. 取り付けボルトを緩めて、トランスデューサーの角度を調整します。
6. 2つの取り付けブラケットのネジを緩めて、トランスデューサの高さを調整します。
7. 再テストする前に、取り付けボルトと取り付けネジを締め直します。
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Note:
•気泡がトランスデューサーの下を通過するため、より高速で深度測定値を常に取得できるとは
限りません。
•最適な性能を得る前に、トランスデューサーに対していくつかの調整を行う必要がある場合が
あります。
•トランスデューサーの位置を変更する必要がある場合は、すべての古い穴にマリングレードの
シーラントを充填してください。
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5.8 トランスデューサーの取り付けの仕上げ
目的の船舶速度で最適な性能を達成したら、トランスデューサーを所定の位置にロックして設置を
完了する必要があります。

1. 取り付けブラケットを損傷しないように注意して、ロック穴の位置に穴を開けます。
2. ロック穴にマリングレードのシーラントを充填します。
3. 3本の取り付けネジすべてを完全に締めて、変換器とブラケットを固定します。
4. 取り付けボルトを締めて、変換器ハンガーを固定します。 35 Nm（25.8 ft lb）のトルクを超

えないでください。 トランスデューサーハンガーは手で簡単に動かせるものではなく、船舶が
航行している間は通常の動作位置に留まる必要があります。
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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ページの6.1 RealVision™3D AHRSキャリブレーション

• 6.2トラブルシューティング（41ページ）
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6.1 RealVision™3D AHRSキャリブレーション
RealVision™3Dトランスデューサーには、内蔵のAHRS（姿勢および方位参照センサー）が含まれ
ています。これは、船舶の動きを測定して、ソナー画像のレンダリングを支援します。 インス
トール後、すべてのRealVision™3Dトランスデューサーのキャリブレーションが必要です。
以下に示すように、キャリブレーションされていないトランスデューサーは、ソナー画像の下部
のレンダリングのフロントエッジへのオフセットを生成できます。

未校正 較正済み

キャリブレーションは自動プロセスであり、船が3～15ノットの速度で約100°回転した後に開始さ
れます。 キャリブレーションにはユーザー入力は必要ありませんが、キャリブレーションプロセ
スでローカル偏差を決定し、関連するオフセットを適用するには、少なくとも270°の回転が必要
です。
較正プロセスを完了するのにかかる時間は、容器の特性、トランスデューサーの設置環境、およ
びプロセス実施時の磁気干渉のレベルによって異なります。 重大な磁気干渉の原因により、キャ
リブレーションプロセスの完了に必要な時間が長くなる場合があります。 かなりの磁気偏差があ
る特定の領域では、追加の円または「8の数字」操作を実行する必要があります。 このような磁気
干渉の原因の例には次のものがあります。

• マリンポンツーン
• 金属製の船体
• 水中ケーブル

注意：
キャリブレーションプロセスでは、ソナーリセットまたはMFD工場リセット後に繰り返す必要があります。

40



6.2 トラブルシューティング
トラブルシューティング情報は、製品のインストールと操作に関連する一般的な問題に必要な考え
られる原因と修正処置を提供します。

梱包と出荷の前に、すべてのRaymarine製品は包括的なテストと品質保証プログラムの対象となり
ます。 製品で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に問題を診断
および修正するのに役立ちます。

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
セクションを参照して、役立つリンクとRaymarine製品サポートの連絡先を参照してください。

操作説明
製品の詳細な操作手順については、ディスプレイに付属のマニュアルを参照してください。

考えられる原因 可能な解決策
ソナー無効 SonarアプリのサウンダータブからPingを有効にします: Menu >

 Settings> Sounder > Ping.
誤ったトランスデューサー
が選択されました

Sonarアプリの[Transducer]タブで正しいトランスデューサーが選択さ
れていることを確認します: Menu > Settings > Transducer > Ping.

破損したケーブル 1. トランスデューサケーブルコネクタが完全に挿入され、所定
の位置にロックされていることを確認します。

2. 電源ケーブルとコネクタに損傷または腐食の兆候がないか確
認し、必要に応じて交換します。

3. ユニットの電源を入れた状態で、ディスプレイコネクタの近
くでケーブルを曲げて、ユニットが再起動/電源を失う原因に
なるかどうかを確認し、必要に応じて交換します。

4. 容器のバッテリー電圧、バッテリー端子と電源ケーブルの状
態を確認し、接続が安全で清潔で腐食がないことを確認し、
必要に応じて交換します。

5. 製品に負荷がかかっている状態で、マルチメーターを使用し
て、すべてのコネクタ/ヒューズなどでの高電圧降下を確認し
ます（これにより、Fishfinderアプリケーションがスクロール
を停止したり、ユニットがリセット/オフになったりすること
があります）。必要に応じて交換します。

トランスデューサー
の損傷または汚れ

トランスデューサーの状態をチェックし、損傷していないか、破片/汚
れがないことを確認し、必要に応じて清掃または交換します。

間違ったトランスデューサ
ーが取り付けられている

製品とトランスデューサのドキュメントを確認し、トランス
デューサがシステムと互換性があることを確認してください。

外部ソナーモジュール：
SeaTalkhs / RayNetネット
ワークの問題。

• ユニットがMFDまたはネットワークスイッチに正しく接続されている
ことを確認します。 すべての接続を確認して、接続が安全で清潔で腐
食していないことを確認し、必要に応じて交換します。

外部ソナーモジュール：機
器間のソフトウェアの不一
致により、通信が妨げられ
る場合があります。

すべてのRaymarine製品に利用可能な最新のソフトウェアが含まれ
ていることを確認してください。ソフトウェアの互換性について
は、Raymarine Webサイト（www.raymarine.com/software）を確
認してください。

深さの読み取りなし/ボトムロックの喪失
考えられる原因 可能な解決策
トランスデューサーの位置 変換器に付属の説明書に従って変換器が取り付けられているこ

とを確認してください。
トランスデューサーの角度 トランスデューサーの角度が大きすぎる場合、ビームが底部を逃す可能性があ

るため、トランスデューサーの角度を調整して再確認してください。
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考えられる原因 可能な解決策
トランスデューサー
キックアップ

トランスデューサにキックアップメカニズムがある場合は、物体に
ぶつかってキックアップしていないことを確認してください。

電源不足 製品に負荷がかかっている状態で、マルチメーターを使用し
て、できるだけユニットに近い電源電圧を確認し、電流が流れ
ているときに実際の電圧を確立します。 （電源要件について
は、製品の技術仕様を確認してください。）

トランスデューサー
の損傷または汚れ

トランスデューサーの状態をチェックし、損傷していないこ
と、破片/汚れがないことを確認します。

破損したケーブル 1. ユニットのコネクタに破損したピンや曲がったピンがないか
確認します。

2. ケーブルコネクタがユニットに完全に挿入され、ロックカ
ラーがロック位置にあることを確認します。

3. ケーブルとコネクタに損傷または腐食の兆候がないか確認
し、必要に応じて交換します。

4. ユニットの電源を入れた状態で、ディスプレイコネクタの近
くで電源ケーブルを曲げて、ユニットが再起動/電源を失う原
因になるかどうかを確認し、必要に応じて交換します。

5. 容器のバッテリー電圧、バッテリー端子と電源ケーブルの状
態を確認し、接続が安全で清潔で腐食がないことを確認し、
必要に応じて交換します。

6. 製品に負荷がかかっている状態で、マルチメーターを使用し
て、すべてのコネクタ/ヒューズなどでの高電圧降下を確認し
ます（これにより、Fishfinderアプリケーションがスクロール
を停止したり、ユニットがリセット/オフになることがありま
す）。必要に応じて交換します。

船舶の速度が高すぎる 船舶の速度を遅くし、再確認してください。
底が浅すぎる、または深
すぎる

底部の深さはトランスデューサーの深さ範囲外である可能性があり、容
器を関連する浅い水または深い水に移動して再確認します。

悪い/問題のある画像
考えられる原因 可能な解決策
船舶が静止している場合、ター
ゲットの表示が異なります
（例：魚はディスプレイ上に直
線で表示されます）。

船舶の速度を上げます。

スクロールが一時停止したか、速
度設定が低すぎる

ソナーのスクロール速度を一時停止または解除します。

感度設定は、現在の状況で
は不適切な場合がありま
す。

感度設定を確認して調整するか、ソナーリセットを
実行します。

破損したケーブル 1. ユニットのコネクタに破損したピンや曲がったピンが
ないか確認します。

2. ケーブルコネクタがユニットに完全に挿入され、ロッ
クカラーがロック位置にあることを確認します。

3. ケーブルとコネクタに損傷または腐食の兆候がないか
確認し、必要に応じて交換します。

4. ユニットの電源を入れた状態で、ディスプレイコネク
タの近くで電源ケーブルを曲げて、ユニットが再起動/
電源を失う原因になるかどうかを確認し、必要に応じ
て交換します。

5. 容器のバッテリー電圧、バッテリー端子と電源ケーブ
ルの状態を確認し、接続が安全で清潔で腐食がないこ
とを確認し、必要に応じて交換します。
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考えられる原因 可能な解決策
6.製品に負荷がかかっている状態で、マルチメーターを使用して、すべて
のコネクタ/ヒューズなどの高電圧降下をチェックします（これによ
り、Fishfinderアプリケーションがスクロールを停止したり、ユニットがリ
セット/オフになったりすることがあります）。必要に応じて交換します。

トランスデューサーの位置 • 変換器に付属の説明書に従って変換器が取り付けられているこ
とを確認してください。

• トランサムマウントトランスデューサーがトランサムの高すぎ
る位置に取り付けられている場合、水面から浮き上がっている
可能性があります。滑走および旋回中にトランスデューサーの
面が完全に水没していることを確認してください。

トランスデューサーキックアップ トランスデューサにキックアップメカニズムがある場合は、物体にぶつ
かってキックアップしていないことを確認してください。

トランスデューサーの損傷または汚れ トランスデューサーの状態をチェックし、損傷してい
ないこと、破片/汚れがないことを確認します。

損傷したトランスデューサー
ケーブル

トランスデューサーのケーブルと接続に損傷がないこと、
接続が安全で腐食していないことを確認します。

高速でのトランスデューサー周囲の乱流
は、トランスデューサーのパフォーマン
スに影響を与える可能性があります

船舶の速度を遅くし、再確認してください。

別のトランスデューサー
からの干渉

1.干渉の原因となるトランスデューサーの電源を切ります。
2.トランスデューサーが離れるように再配置します。

ユニットの電源障害 電源からの電圧を確認します。これが低すぎると、ユニッ
トの送信電力に影響を与える可能性があります。

ソナーモジュールのリセット
互換性のあるRaymarine多機能ディスプレイのリセット機能を使用して、ソナーモジュールを工場
出荷時のデフォルト設定に復元できます。
魚群探知機アプリケーション：

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. サウンダー設定を選択します。
4. [ソナーリセット]を選択します。
5. 必要に応じて、[はい]を選択して確認するか、[いいえ]を選択して
操作を中止します。 これで、ユニットは工場出荷時のデフォルト設
定にリセットされます。
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章7：メンテナンス

章の内容
•7.1ルーチンチェック（46ページ）
•47ページの7.2ユニットのクリーニング手順
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7.1 定期的なチェック
次の定期的なチェックを行う必要があります。
• •擦れ、切り傷、傷などの損傷の兆候がないかケーブルを調べます。
• •ケーブルコネクタがしっかりと接続され、ロックメカニズムが正しくはまっていること

を確認します。

注：ケーブルのチェックは、電源をオフにして実行する必要があります。

警告：高電圧
この製品には高電圧が含まれています。 調整には、資格のあるサービス技術者
のみが利用できる特別なサービス手順とツールが必要です。 ユーザーが修理で
きる部品や調整はありません。 オペレーターは、カバーを取り外したり、製品
の修理を試みたりしないでください。
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7.2 ユニットのクリーニング手順
ユニットは定期的なクリーニングを必要としません。 ただし、ユニットのクリーニングが必
要な場合は、次の手順に従ってください。
1.電源がオフになっていることを確認します。
2.湿った布でユニットをきれいに拭きます。
3.必要に応じて、中性洗剤溶液を使用してグリースマークを除去します。

トランスデューサーの手入れとクリーニング
成長はトランスデューサーの底に集まる可能性があり、これによりパフォーマンスが低下する可
能性があります。 海の成長を防ぐため、地元の海洋ディーラーから入手できる水性防汚塗料の
薄い層でトランスデューサをコーティングします。 6ヶ月ごと、または各ボートシーズンの初め
にペイントを塗り直してください。 特定のスマートトランスデューサーには、防汚塗料の塗布
場所に制限があります。 販売店にご相談ください。
注：温度センサー付きのトランスデューサーは、塗装すると適切に機能しない場合があります。

注：ケトン系塗料は絶対に使用しないでください。 ケトンは多くのプラスチックを攻撃し、
センサーを損傷する可能性があります。

注：トランスデューサーにスプレー塗料を使用しないでください。 噴霧には小さな気泡が含
まれており、海洋トランスデューサーは空気を適切に伝達できません。

柔らかい布と中性洗剤を使用して、トランスデューサーを清掃します。 汚れがひどい場合は、例
えば緑のScotch BriteTMパッドなどの丈夫なクリーニングパッドで成長を取り除きます。 トラン
スデューサーの表面を傷つけないように注意してください。
注：アセトンなどの過酷な洗浄溶剤は、トランスデューサを損傷します。
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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（50ページ）
• 52ページの8.2学習リソース
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8.1 Raymarine product support and servicing
Raymarine provides a comprehensive product support service, as well as warranty, service, and
repairs. You can access these services through the Raymarine website, telephone, and e-mail.

Product information
If you need to request service or support, please have the following information to hand:
• Product name.
• Product identity.
• Serial number.
• Software application version.
• System diagrams.
You can obtain this product information using the menus within your product.

Servicing and warranty
Raymarine offers dedicated service departments for warranty, service, and repairs.
Don’t forget to visit the Raymarine website to register your product for extended warranty benefits:
http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788.
Region Telephone 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 support
Please visit the “Support” area of the Raymarine website for:
• Manuals and Documents — http://www.raymarine.com/manuals
• FAQ / Knowledgebase — http://www.raymarine.com/knowledgebase
• Technical support forum — http://forum.raymarine.com
• Software updates — http://www.raymarine.com/software

Telephone and e-mail support
Region Telephone 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

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)

50

http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788
mailto:emea.service@raymarine.com
mailto:rm-usrepair@flir.com
http://www.raymarine.com/manuals
http://www.raymarine.com/knowledgebase
http://forum.raymarine.com
http://www.raymarine.com/software
mailto:support.uk@raymarine.com
mailto:support@raymarine.com
mailto:aus.support@raymarine.com
mailto:support.fr@raymarine.com
mailto:support.de@raymarine.com
mailto:support.it@raymarine.com
mailto:sat@azimut.es
mailto:support.nl@raymarine.com
mailto:support.se@raymarine.com
mailto:support.fi@raymarine.com


Region Telephone E-mail
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)

Viewing product information
The Getting started tab contains hardware and software information for your MFD.
1. Select Settings, from the Homescreen.
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8.2 Learning resources
Raymarine has produced a range of learning resources to help you get the most out of your products.

Video tutorials
Raymarine official channel on YouTube:

• http://www.youtube.com/user/RaymarineInc

Video Gallery:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2679

Product Support videos:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=4952

Note:
• Viewing the videos requires a device with an Internet connection.
• Some videos are only available in English.

Training courses
Raymarine regularly runs a range of in-depth training courses to help you make the most of your
products. Visit the Training section of the Raymarine website for more information:
• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372

FAQs and Knowledge Base
Raymarine has produced an extensive set of FAQs and a Knowledge Base to help you find more
information and troubleshoot any issues.
• http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

Technical support forum
You can use the Technical support forum to ask a technical question about a Raymarine product
or to find out how other customers are using their Raymarine equipment. The resource is regularly
updated with contributions from Raymarine customers and staff:
• http://forum.raymarine.com
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Chapter 9: Technical specification

Chapter contents
• 9.1 Technical specification on page 54
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9.1 Technical specification

Physical specification
Dimensions (including bracket) • Length: 256.6 mm (10.10 in)

• Height: 120.5 mm (4.74 in)
Cable length 8 m (26.2 ft)
Weight (unit including bracket) 0.647 kg (1.42 lb)

Environmental specification
Operating temperature –2 ºC to + 55 ºC (28.4 ºF to 131 ºF)
Storage temperature –20 ºC to + 70 ºC (23 ºF to 158 ºF)
Waterproof rating • IPX6

• IPX7
• IPX8

RealVision™ 3D sonar specification
The following specification only applies to RealVision™ 3D products.
Channels Channels

• 1 x CHIRP sonar
• 1 x DownVision™
• 1 x SideVision™
• 1 x RealVision™ 3D

Range • CHIRP sonar = 0.6 M (2 ft) to 274 m (900 ft)
• DownVision™ = 0.6 M (2 ft) to 183 m (600 ft)
• SideVision™ = 0.6 M (2 ft) to 91 m (300 ft)
• RealVision™ 3D = 0.6 M (2 ft) to 91 m (300 ft)

Conformance specification
Conformance • EN 60945:2002

• IEC 28846:1993
• EMC Directive 2004/108/EC
• Australia and New Zealand: C-Tick,
Compliance Level 2
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Chapter 10: Spares and accessories

Chapter contents
• 10.1 Accessories on page 56
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10.1 Accessories
Cables and adapters
Description Part number
RealVision™ 3D Transducer right-angled adapter
cable 400 mm (15.7 in.)

A80515

RealVision™ 3D Transducer extension cable 3 m
(11.8 ft.)

A80475

RealVision™ 3D Transducer extension cable 5 m
(19.7 ft.)

A80476

RealVision™ 3D Transducer extension cable 8 m
(31.5 ft.)

A80477

Mounting accessories
Description Part number
RealVision™ 3D Transducer Step Mount A80479
RealVision™ 3D Transducer Jack Plate Mount A80480
RealVision™ 3D Transducer Jack Plate Spacer Kit A80482
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NOTES:
      1) FOR INFORMATION ON CONNECTIONS AND PRODUCT
         SPECIFICATIONS, PLEASE REFER TO HANDBOOK,
         PRODUCT SUPPORT AND WORKSHOP MANUALS.

      2) FOR ANY DIMENSIONAL INFORMATION NOT INCLUDED
         PLEASE CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE.

      3) DIMENSIONS SHOWN ARE ACTUAL PRODUCT SIZE AND
         DO NOT INCLUDE ANY CLEARANCE DATA.

R35
CABLE BEND RADIUS (INTERNAL)

RV CABLE

 4.5 

 1
3.

8 
C

R
S 

TY
P  4
.5

 

 48.5 

 30.0 CRS 
=       =

 3.0 CRS 
=       =

 2
6 

C
R

S 
 3

5 

CL

 6
0 

 26 

 1
18

.5
  7

0.
0 

 1
1.

5 

 R234 

 248 

CABLE SHOWN CUT SHORT
FOR REFERENCE ONLY

 1.5 

 257 

 7
1  7
6 

TD_RV-100_TM

TD_RV-100_TM1:2
PERMISSION OF 

THE PRIOR WRITTEN
REPRODUCED WITHOUT

CONTAINED HEREIN
THE INFORMATION

C 2011 RAYMARINE LTD RAYMARINE LTD

SHALL NOT BE

87654321

DRAWN TO BS308                             DO NOT SCALE - IF IN DOUBT ASK DIMENSIONS IN MM SCALE:
DATE: DRAWING No.

TITLEH

G

F

E

D

C

B

A

F

H

G

E

D

C

B

A

87654321

DR'N:50

PRINTED SCALE

250

A FLIR COMPANY



Attenzione: Controllare che
la dima di montaggio sia
stampata su scala reale.
Prima di la di
montaggio, controllare che la dima
stampata corrisponda con le dimensioni
indicate nella dima del documento.

Adobe Acrobat per usare le
impostazioni di stampa raccomandate
da Raymarine
Per assicurasi che le dime di montaggio vengano
stampate con le misure corrette Adobe Acrobat deve
essere
Quando è aperto il documento con la dima di montaggio
in Acrobat Reader:
1. Selezionare File→ Proprietà.
2. Prendere nota della dimensione di pagina
3. Selezionare File→ Stampa.

Viene visualizzata la di dialogo Stampa.
4. Selezionare Proprietà.
5. V che la dimensione Carta sia impostata

sulle stesse dimensioni della pagina nel
punto 1.

6. Cliccare su OK per ritornare alla di dialogo
Stampa.

7. V che "Dimensioni pagina" e
"Ridimensionamento pagina" (come appropriato)
siano impostate su "Dimensione reale" oppure
"Nessuno".

8. Controllare che l'opzione "Ruota automaticamente e
centra" o "Orientamento auto" (come appropriato)
NON abbia il segno di spunta.

9. Selezionare il corretto orientamento in modo che
corrisponda quello del documento ("Verticale"
o "Orizzontale"; gran parte delle dime hanno
orientamento orizzontale).

Mounting template
printing instructions

See page 3
for template

Caution: Ensure mounting
template is printed
true-to-scale
Before modifying mounting surface, ensure
actual printed template matches the
measurements provided in the template
document.

Adobe Acrobat to use
Raymarine recommended print settings
Adobe Acrobat must be correctly to ensure
mounting templates print true-to-scale.
With the mounting template document open in Acrobat
Reader:
1. Select File→Properties.
2. Make a note of the Page Size.
3. Select File→Print.

The print dialog is displayed.
4. Select Properties.
5. Ensure the paper size is set to the same dimensions

as the page size in Step 1.
6. Click OK to return to the print settings dialog.
7. Ensure "Size Options" and "Page Scaling" options

(as appropriate) are set to "Actual Size" or "None".
8. Ensure the "Auto-Rotate and Center" or "Auto

portrait / landscape" option (as appropriate) is NOT
ticked.

9. Select the relevant orientation to match the template
document orientation ("portrait" or "landscape"; most
templates are landscape).

Vorsicht: Stellen Sie sicher,
dass die Montageschablone
in der korrekten Größe
ausgedruckt wird
Bevor Sie die
bearbeiten, sollten Sie sich vergewissern,
dass die gedruckte Vorlage den im
Vorlagendokument angegebenen
Abmessungen entspricht.

Acrobat Reader auf die von Raymarine
empfohlenen Druckeinstellungen

Adobe Acrobat Reader muss korrekt sein,
damit Montageschablonen in der richtigen Größe
ausgedruckt werden.
Bei in Acrobat Reader geöffneter Montageschablone:
1. Wählen Sie Datei→Eigenschaften.
2. Notieren Sie die Seitengröße.
3. Wählen Sie Datei→Drucken.

Das Dialogfeld „Drucken“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie Eigenschaften.
5. Stellen Sie sicher, dass das Papierformat auf

die gleichen Abmessungen wie die in Schritt 1
Seitengröße eingerichtet ist.

6. Klicken Sie auf „OK“, um zum Dialogfeld „Drucken“
zurückzukehren.

7. Stellen Sie sicher, dass die Optionen
„Größenoptionen“ oder „Seitenanpassung“
(wie zutreffend) auf „Originalgröße“ bzw. „Keine“
eingerichtet sind.

8. Stellen Sie sicher, dass die Optionen „Automatisch
drehen und zentrieren“ oder „Automatisches
Hoch-/Querformat“ (wie zutreffend) DEAKTIVIERT
sind.

9. Wählen Sie die Ausrichtungsoption, die der
Ausrichtung des Schablonendokuments entspricht
(Hochformat oder Querformat, wobei die meisten
Schablonen auf Querformat eingerichtet sind).

Deutsch (DE) Français (FR) Español (ES) Suomi (FI)

Italiano (IT) Nederlands (NL) Svenska (SV) Ελληνικά (EL)

English (EN)

Attention : Veillez à ce que le
gabarit de pose soit imprimé à
l'échelle
Avant de la surface de montage,

que le gabarit imprimé correspond
aux mesures indiquées dans le document
de gabarit.

d'Adobe Acrobat pour
utiliser les paramètres d'impression
recommandés par Raymarine
Il est nécessaire de Adobe Acrobat
correctement pour être sûr que les gabarits de pose
s'impriment à l'échelle.
Le document du gabarit de pose étant ouvert dans
Acrobat Reader :
1. Sélectionnez Fichier→Propriétés.
2. Prenez note du format de la page.
3. Sélectionnez Fichier→Imprimer.

La boîte de dialogue d'impression s’af
4. Sélectionnez Propriétés.
5. que la taille du papier est à la même

valeur que le format de page à l'étape 1.
6. Cliquez sur OK pour revenir au dialogue des

paramètres d'impression.
7. que les options "Options de taille" et "Mise

à l'échelle" (selon les cas) sont à "Taille
réelle" ou "Aucune".

8. que l'option "Rotation auto. et centrage des
pages" ou "Portrait/paysage automatique" (selon les
cas) n'est PAS cochée.

9. Sélectionnez l'orientation appropriée pour
correspondre à l'orientation du gabarit ("portrait" ou
"paysage", la plupart des gabarits étant en mode
paysage).

Let op: Zorg ervoor dat de
montagemal op juiste grootte
wordt afgedrukt
Voordat u aanpassingen doet aan het
montageoppervlak dient u ervoor te zorgen
dat de afgedrukte mal overeenkomst met
de afmetingen in het document.

Adobe Acrobat
om de aanbevolen Raymarine-
afdrukinstellingen te gebruiken
Adobe Acrobat moet correct worden
zodat montagemallen op de juiste schaal worden
afgedrukt.
Doe het volgende wanneer het document met de
montagemal is geopend in Acrobat Reader:
1. Selecteer Bestand→ Eigenschappen.
2. Noteer de paginagrootte.
3. Selecteer Bestand→ Afdrukken.

Het dialoogvenster "Afdrukken" wordt weergegeven.
4. Selecteer Eigenschappen.
5. Zorg ervoor dat de paginagrootte is ingesteld op

dezelfde afmetingen als de paginagrootte die u in
stap 1 hebt genoteerd.

6. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster
Afdrukinstellingen.

7. Zorg ervoor dat "Grootteopties" en opties voor
"Paginaformaat wijzigen" (welke van toepassing)
zijn ingesteld op "Werkelijke grootte" of "Geen".

8. Zorg ervoor dat de optie "Automatisch draaien en
centreren" of "Automatisch staand/liggend" (welke
van toepassing) NIET is geselecteerd.

9. Selecteer de juiste afdrukstand overeenkomstig de
afdrukstand van het document met de mal ("staand"
of "liggend", de meeste mallen zijn liggend).

Precaución: Asegúrese de que
la plantilla de montaje está a
escala real
Antes de la de montaje,
asegúrese de que la plantilla impresa se
ajusta a las medidas que se indican en el
documento.

Cómo Adobe Acrobat para
usar la de impresión
recomendada por Raymarine
Adobe Acrobat se debe correctamente para
asegurar que las plantillas de montaje mantienen su
escala real.
Con el documento de la plantilla de montaje abierto
en Acrobat Reader:
1. Seleccione File (Archivo) →Properties

(Propiedades).
2. Anote el valor de Page Size (Tamaño de la página).
3. Seleccione File (Archivo) →Print (Imprimir).

Aparece el cuadro de diálogo de impresión.
4. Seleccione Properties (Propiedades).
5. Asegúrese de que el tamaño del papel tiene las

mismas dimensiones que el tamaño de la página
del paso 1.

6. Haga clic en OK para volver al diálogo de
de la impresión.

7. Asegúrese de que "Size Options (Opciones de
tamaño)" y "Page Scaling (Escala de página)"
(según corresponda) son "Actual Size (Tamaño
real)" o "None (Ninguno)".

8. Asegúrese de que la opción "Auto-Rotate and
Center (Rotar automáticamente y centrar)" o " Auto
portrait/landscape (Vertical/horizontal automático)"
(según corresponda) NO están marcadas.

9. Seleccione la orientación apropiada para la plantilla
("vertical" u "horizontal"; la mayoría de las plantillas
son en horizontal).

Observera! Kontrollera att
monteringsmallen är skalenligt
utskriven.
Innan du monteringsytan
kontrollerar du att aktuell mallutskrift
överensstämmer med mätningarna i
malldokumentet.

Adobe Acrobat att använda
skrivarinställningarna som Raymarine
rekommenderar
Adobe Acrobat måste vara korrekt för att
säkerställa att monteringsmallarna skrivs ut skalenligt.
Med öppet monteringsmalldokument i Acrobat Reader:
1. Välj File→Properties (Filegenskaper).
2. Anteckna sidstorleken.
3. Välj File→Print (Filutskrift).

Dialogrutan för utskrift öppnas.
4. Välj Properties (Egenskaper).
5. Kontrollera att papperstorleken är inställd på samma

mått som sidstorleken i Steg 1.
6. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan för

utskriftsinställningar.
7. Kontrollera att alternativen "Size Options"

(Storleksalternativ) och "Page Scaling" (Sidskala)
(vid behov) är inställda på "Actual Size" (Aktuell
storlek) eller "None" (Ingen).

8. Kontrollera att alternativet "Auto-Rotate and Center"
(Auto-rotera och -centrera) eller "Auto portrait /
landscape" (Stående/liggande auto-utskrift) (vid
behov) INTE är förbockat.

9. Välj relevant orientering som stämmer med
malldokumentets orientering ("stående" eller
"liggande". De mallarna är liggande utskrift).

Huomautus: Varmista että
sapluunan mittakaava vastaa
todellisuutta
Ennen asennuspintojen työstöä
on varmistettava, että sapluunan
mittakaava vastaa sapluunaan painettuja
mittamerkintöjä.

Adobe Acrobatin asetuksien
määrittäminen vastaamaan Raymarinen
suosittelevia tulostusasetuksia
Adobe Acrobat on oikein jotta
asennussapluunat tulostuisivat oikeaan kokoon.
Asennussapluunan ollessa auki Acrobat Reader
-sovelluksessa:
1. Valitse File [Tiedosto]→-ominaisuudet.
2. Kirjoita muistiin sivukoko [Page Size].
3. Valitse File [Tiedosto]→Print [Tulosta].

Näyttöön tulee tulostuksen syöttöikkuna.
4. Valitse Ominaisuudet.
5. Varmista, että paperikooksi on määritetty vaiheessa

1 tunnistettua paperikokoa vastaava kokoasetus.
6. Palaa takaisin tulostusasetuksien ikkunaan

valitsemalla OK.
7. Varmista, että "Size Options [Kokoasetukset]"- ja

"Page Scaling [Sivun skaalaus]"-asetukset ovat
"Actual Size [Todellinen koko]" sekä "None [Ei
mitään]".

8. Varmista, että "Auto-Rotate and Center
[Auto-kierräja keskitä]" tai "Auto portrait /
landscape [Auto pysty/vaakakuva]" -vaihtoehto
(tapauskohtaisesti) EI ole valittuna.

9. Valitse soveltuva suuntaus joka vastaa sapluunan
suuntausta.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το
πρότυπο τοποθέτησης έχει
εκτυπωθεί σε πραγματική
κλίμακα
Πριν τροποποιήσετε την επιφάνεια
τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο
που έχετε εκτυπώσει αντιστοιχεί στις
μετρήσεις που παρέχονται στο έγγραφο.

Διαμόρφωση του Adobe Acrobat για
χρήση των συνιστώμενων ρυθμίσεων
εκτύπωσης της Raymarine
Το Adobe Acrobat πρέπει να διαμορφωθεί σωστά
προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτύπωση των
προτύπων στη σωστή κλίμακα.
Αφού ανοίξετε το έγγραφο με το πρότυπο τοποθέτησης
στο Acrobat Reader:
1. Επιλέξτε File (Αρχείο)→Properties (Ιδιότητες).
2. Σημειώστε το μέγεθος της σελίδας.
3. Επιλέξτε File (Αρχείο)→Print (Εκτύπωση).

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
5. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού έχει οριστεί στις

ίδιες διαστάσεις με το μέγεθος της σελίδας που
σημειώσατε στο Βήμα 1.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψετε στο
παράθυρο διαλόγου με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

7. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές "Size Options" (Επιλογές
μεγέθους) και "Page Scaling" (Κλιμάκωση σελίδας)
(ό,τι ισχύει) έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις "Actual
Size" (Πραγματικό μέγεθος) ή "None" (Καμία).

8. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Auto-Rotate and Center"
(Αυτόματη περιστροφή και κεντράρισμα) ή "Auto
portrait / landscape" (Αυτόματος κατακόρυφος
/ οριζόντιος προσανατολισμός) ΔΕΝ είναι
ενεργοποιημένη.

9. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσανατολισμό, ανάλογα
με τον προσανατολισμό του εγγράφου του
προτύπου. ("portrait" (κατακόρυφος) ή "landscape"
(οριζόντιος). Τα περισσότερα πρότυπα έχουν
οριζόντιο προσανατολισμό.)



Norsk (NO) 日本語 (JA)

Dansk (DA) Português (pt-BR)
FORSIGTIG: Sørg for, at
monterings skabelonen
udskrives i de rigtige
størrelsesforhold
Inden du ændrer monterings
skal du kontrollere, at den reelle udskrevne
skabelon svarer til målene, der er angivet i
skabelondokumentet.

Sådan Adobe Acrobat
til at bruge Raymarine anbefalede
udskrivnings indstillinger.
Adobe Acrobat skal korrekt for at sikre,
at monterings skabelonerne udskrives i de rigtige
størrelsesforhold.
Mens monterings skabelon dokumentet er åbent i
Acrobat Reader:
1. Vælg File→ (Fil) egenskaber.
2. Skriv sidestørrelsen ned.
3. Vælg udskrivning af File→ (Fil).

Dialogboksen for udskrivning vises.
4. Vælg Properties (Egenskaber).
5. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til de samme

mål som papirstørrelsen, der blev i trin
1.

6. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen for
udskrivnings indstillinger.

7. Sørg for, at indstillingerne "Size Options" (Side
indstillinger) og "Page Scaling" (Side skalering)
(som relevant) er angivet til "Actual Size" (Reel
størrelse) eller "None" (Ingen).

8. Sørg for, at indstillingen "Auto-Rotate and Center"
(Drej automatisk og centrér) eller "Auto portrait /
landscape" (Automatisk portræt/landskab) (som
relevant) IKKE er markeret.

9. Vælg den relevante retning, der passer til skabelon
dokumentets retning ("portræt" eller "landskab"; de

skabeloner er landskab).

Forsiktig: Sørg for at du skriver
ut monteringsmalen i riktig
forhold
Før du gjør noe med festeunderlaget, må
du sørge for at målene på malen du har
skrevet ut, stemmer overens med målene i
maldokumentet.

Oppsett av Adobe Acrobat for
bruk av Raymarines anbefalte
utskriftsinnstillinger
Adobe Acrobat må på riktig måte for
at monteringsmalene kan skrives ut med de riktige
forholdene.
Med monteringsmaldokumentet åpnet i Acrobat Reader:
1. Velg File→Properties.
2. Noter deg sidestørrelsen.
3. Velg File→ og Print.

Utskriftsdialogen vises.
4. Velg Properties.
5. Sørg for at sidestørrelsen er satt til samme

dimensjoner som sidestørrelsen du noterte deg
under trinn 1.

6. Klikk på OK for å gå tilbake til dialogboksen for
utskriftsinnstillinger.

7. Sørg for at alternativene "Size Options" og "Page
Scaling" (etter hva som er aktuelt) er satt til "Actual
Size" eller "None".

8. Sørg for at alternativet "Auto-Rotate and Center"
eller "Auto portrait / landscape" (etter hva som er
aktuelt) IKKE er merket av.

9. Velg riktig orientering slik at den stemmer overens
med maldokumentets orientering (stående eller
liggende; de maler er liggende).

Cuidado: Garanta que o
modelo de montagem seja
impresso em escala real
Antes de a superfície de
montagem, garanta que o modelo
impresso real corresponda às medições
fornecidas no documento do modelo.

o Adobe Acrobat para
usar as de impressão
recomendadas da Raymarine
O Adobe Acrobat deve ser corretamente
para garantir que os modelos de montagem sejam
impressos de modo à escala.
Com o documento do modelo de montagem aberto no
Acrobat Reader:
1. Selecione File→Properties (Arquivo,

Propriedades).
2. Tome nota do tamanho da página.
3. Selecione File→Print (Arquivo, Imprimir).

A caixa de diálogo de impressão é exibida.
4. Selecione Properties (Propriedades).
5. Garanta que o tamanho do papel seja para

as mesmas dimensões que o tamanho da página
na Etapa 1.

6. Clique em OK para voltar ao diálogo de
de impressão.

7. Garanta que as opções "Size Options" (Opções
de tamanho) e "Page Scaling" (Escala da página)
(conforme o adequado) sejam para
"Tamanho real" ou "Nenhum".

8. Garanta que as opções "Auto-Rotate and Center"
(Girar automaticamente e centralizar) ou "Auto
portrait/landscape (Retrato/paisagem automático)
(conforme adequado) NÃO estejam marcadas.

9. Selecione a orientação relevante para combinar
com a orientação do documento de modelo
("retrato" ou "paisagem"; a maioria dos modelos é
em paisagem).

警警警告告告: 取取取付付付テテテンンンプププレレレーーートトトががが縮縮縮尺尺尺
ににに合合合致致致しししててて印印印刷刷刷ささされれれててていいいるるるこここととと
ををを確確確認認認しししてててくくくだだださささいいい。。。

設置面を変更する前に、印刷されている
実物のテンプレートが、テンプレートド
キュメントに記載されている計測値と一
致することを確認してください。

Raymarine 推推推奨奨奨ののの印印印刷刷刷設設設定定定ををを使使使用用用すすするるるたたた
めめめののの Adobe Acrobat ののの設設設定定定
取付テンプレートが確実に縮尺に合致して印刷され
るように、Adobe Acrobat を正しく設定する必要が
あります。
Acrobat Reader で取付テンプレートドキュメントを
開いた状態で、次の操作を実行します。
1. File (フフファァァイイイルルル)→Properties (プププロロロパパパテテティィィ) ををを選選選択択択

しししままますすす。。。
2. 用紙のサイズを書き留めます。
3. File(フフファァァイイイルルル)→Print(印印印刷刷刷) ををを選選選択択択しししままますすす。。。

印刷ダイアログが表示されます。
4. Properties(プロパティ) を選択します。
5. 用紙のサイズが手順 1 で確認した用紙サイズと同

じ寸法に設定されていることを確認します。
6. OK をクリックして、印刷設定ダイアログに戻

ります。
7. Size Options(サイズ オプション) と Page

Scaling(ページの拡大縮小) オプションが (必要に
応じて) Actual Size(実際のサイズ) または None(な
し) に設定されていることを確認します。

8. Auto-Rotate and Center(自動回転と中央揃え) と
Auto portrait / landscape(自動縦/横) オプションが
オンになっていないことを確認します。

9. テンプレートドキュメントの向き (「縦」または
「横」)に合わせて該当する向きを選択します。ほ
とんどのテンプレートは横向きです。
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Adjustment slot holes, 
drill pilot hole in

2 locations

RealVision™ 3D Transom Transducer Mounting template
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Locking hole

Locking hole,
drill pilot hole
in 1 location,
ONLY once
transducer
position is tested
and finalized

IMPORTANT: Before using this template or drilling any holes in 
your vessel, ensure that you read and understand the guidance 

provided overleaf.

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

• Before drilling or cutting any holes in your vessel, ensure that you read the detailed Installation 
instructions provided with your product, as well as the guidance below:

• The transducer and its captive cable are supplied with a separate locking collar for the connector. 
Do NOT fit this collar until the final stages of the installation, when the cable routing is finalized and 
you’re ready to make the transducer connection to the display.

• Always select a drill bit type (for holes) or saw type (for cut-outs) which is suitable for the mounting 
surface material and thickness.

• Drill one pilot hole only (NOT in the locking hole position) and then use one of the provided self-tap-
ping screws to test the mounting surface. Ensure that when the screw is fully inserted, it is tight and 
secure and does not move in any direction. Once confident that you have selected a suitable drill bit 
size and type, drill the remaining adjustment slot pilot hole. Do NOT drill the locking hole at this stage.

• Secure the transducer to the vessel using the 2 adjustment slot holes and the supplied self-tapping 
screws, but do not give the screws a final tightening at this time. Test the transducer performance in 
the water and adjust the position of the transducer up or down in the adjustment slots until the best 
position is achieved. Refer to the Installation instructions for more information.

• Do NOT drill the locking hole or insert and tighten screw until the transducer position is tested and 
FINALIZED. Once the position is finalized, drill a pilot hole for the final screw.

• Always use any supplied washers or other fixing hardware supplied with the product.

• Do NOT overtighten screws or bolts.

• BEFORE finally tightening screws, fill all transom mounting holes with marine-grade neutral cure 
polyurethane sealant. To prevent potential damage to plastics, do NOT use sealants containing 
acetate or silicone.

• AFTER routing the cable (and if routing through the transom), fill the transom cable hole with 
marine-grade sealant of the type described above.

• If the transducer requires re-positioning at any stage, ensure all old holes are filled with 
marine-grade sealant of the type described above.

• Once the cable routing is finalized, and before connecting the cable to the display, assemble the 
connector’s locking collar and fit it to the connector. NOTE: If you need to remove the locking collar at 
any time, use the collar removal tool supplied with the transducer.  

©Copyright 2017 Raymarine UK Limited. All rights reserved worldwide.
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