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ELIttE-7/9/12丁 i2簡単操作ガイド

キー操作とカー ドリーダー

1 タッチスクリーン
ページ毎に必要なキーやカーソルを表示し、ワンタッチ、ホール ド、 ドラッグによつて

速やかな入力が可能となります。 (★室内でバッテリーでの運用では反応しません)

★タッチ感度の調整は、ウェイポイントキーを押したまま電源を起動すると、左上に+
マークが現れるので、時計回りに追いかけながらタッチすると、最適感度にセットされます。

2 ページキー

ワンタッチでホームページが開きます。繰り返してタッチすると、次々にページがシフトし

ます。ホール ドすると最後に使つたページにジャンプします。
★パワーキーと同時に押すことで、表示されている画面のスクリーンショットが「ストレ

ージ」内の「マイファイル」に保存されます。カー ドにコピーして取り出せます。
3 ズームアウト/ズームインキー (落水者救助モー ド)

通常はチャー ト画面や魚探画面のズームキーとして使われます。落水事故が発生したとき

は、十、― の同時押しで、落水地点の方向と距離を示す救助モー ドになります。
4 ウェイポイントキー

ワンタッチで新しいウェイポイントを保存する場合のダイアログが開き、 2度押しでは、
クイックセーブが可能です。長押しすると検索メニューが開きます。

5 パワーキー

電源をオフにするときは 3秒以上のホール ド、ワンタッチで画面調整のダイアログが

開きます。明るさの調整だけなら、数回押して好みの輝度に調整することもできます。
6 マイクロSDカ ードリーダー

LOWRANCEロ ゴの 下端 を め く り、 カ ー

で押 し込んで下さい。

ドの接点が左奥となるように挿入 し、ロックされるま

ホームページ

ページキーを押すとホームページが開きます

1 ツール

各種の操作を行 うためにダイアログを呼び出した り、必要な情報を表示 させます。



2 現地時間と水深

3 アプリケーション

基本ページが表示されていて、ワンタッチで企画面表示にジャンプします。長押 しすると、

分害1画面のオプションが選択できます。

クローズボタン

ワンタッチで以前のページにジャンプしまサ。

お気に入り

お気に入 りの分割画面を選択したり、カスタマイズにより独自に構成 した画面を追加でき

ます。下から2個 目のアイコンにタッチしてから、必要なページをオレンジ枠内に ドラッ

グして表示位置を調整後に 「保存」にタッチします。

アプリケー シ ョンページ

システムに直結するそれぞれのアプリケーションが、パネル上に表示されます。アプリケーシ

ョンは、全画面表示と、他のアプリケーションと組み合わせたマルチ画面表示が設定できます。

全てのページは、メニューボタンを押 してホームページから入ることができます。

1 アプリケーションパネル

2 メニュー

3 システムコン トロールダイアログ
パワーキーにワンタッチするだけでシステムコン トロールのダイアログが開きます。

4 ダイアログ
ユーザーヘの案内や、ユーザーからの入力を受け付けますc

5 アラームメッセージ

システムにエラーが生 じたときや、 危険な状態と判断したとき、その内容を表示します。

スプリットページ

2画面表示

最大で 4画面の分割表示ができます。

イアログか ら自由に調整可能です。

3画面表示          4画 面表示

それぞれのパネルサイズは、システムコントロールのダ



クイックスプリッ トページ

ページキーを押してから、各種の企画面ページを選択することができます。 また、プリセッ

トされた分割画面を利用するには、企画面ボタンを長押しすると分割表示のオプションが現れ

るので、この中から選択することができます。

お気に入 りのページ

クイックスプリットページは、編集や消去などの変更を受け付けませんが、「お気に入り」では

12種類のページから目的に合ったページを選択し、自由に変更することができます6

サー ドパーティー機器への接続

ELITE-7/9/12 Ti2は、将来的に多くのメーカーが優れた商品やアプリケーションを開発して

参入できるように門戸を開いています。 通常NttA2000で 接続する機器は自動認識しますが、
ソフトが対応していない場合は、「システム」の「ア ドバンス」から設定します。

パワーボール アンカー/マーキュリーエンジンモニター

ブルー トゥース内蔵のパワーポールとELITE Ti2を ペアリングすると、システムコン トロール

のダイアログにパワーポールのアイコンが表示され、エリー トの画面からコン トロールができ

るようになります。
マーキュリー ベッセルビュー 7、 あるいはベッセルビュー 4ゲー トウェイが認識されると、

ツールメニューに自動的にアイコンが追加 されます。

基本操作

システムコン トロール

システムコン トロールダイアロ

タッチすることで得 られるダイ

スプリット画面を表示 している

グで基本的なシステムの設定を行います。 パワーキーにワン

アログは、表示中のパネルに適応するアイコンが並び、例えば

ときのみ「分割の調整」アイコンが登場します。

機能を有効にする

アイコンにタッチすることで機能が選択され、オレンジのマーカーが有効であることを表示 し

ます。例えば、画面上に必要なデータをオーバーレイする場合は、上図のように「データのオ

ーバーレイ」を有効にしておく必要があります。通常はパワーキーの長押しで電源をオフにし

ますが、システムコン トロールの「電源オフ」からパワーダウンすることもできます。
「待機」は魚探機能とバックライ トの電源を落とし、バッテリーの消耗を防ぎます。GPSは
作動 しているので、パワーキーのワンタッチで動作を復帰できます。

[タ ッチロック]は 大雨や しぶきなどで誤動作する恐れがある場合に、キーパッド操作のみの

入力に切 り替えます。作動中に画面の清掃を行 う場合にも便利な機能です。パワーキーのワン

タッチで復帰します。



カー ソルの活用

カーソルは距離の測定、位置の登録、項目の選択に用います。通常は隠れていて、画面をタッ

チするか、カーソルキーを操作すると現れます。カーソルが有効なときは、位置を示すウイン

ドウが表示されます。Xアイコン、あるいは「カーソルをクリアー」にタッチするとカーソル

を消去することができます。

メニューの「ナビ開始 カーソル」にタッチすると、カーソルで指定された場所に向かつて、

航法指示を表示させることができます。

カーソルの補助機能

目的地を正確に設定したり、 魚探画面を巻き戻して特定の魚にマークするとき、カーソルの

交点が指に隠れて見えません。このような場合、3秒間タッチするとカーソルがオフセットさ

れて位置を決めやすくなります。

距離の測定

チャー ト画面の任意の位置にタッチすると、自船の位置からカーソルの交点までの距離が画面

左下に表示されます。この状態でメニューの「測定」にタッチするとグレー (始点)と ブルー (終

点)のバルーンを移動 してチャー ト上の 2点間の距離を測定できます。

落水者救出モー ド

落水事故などの緊急事態に対応するため、どのモー ドで使用 しているときでもズームキーのプ

ラスとマイナスを同時に押すことで直ちに落水者救出モー ドに切 り替わります。ここで作られ

たウェイポイン トは Man Overboardを省略したMOBと して登録されます。メニューキーから
「舵」にタッチすると落水地点および直線距離を表示 します。MOBを消去するときはMOBにカー

ソルを合わせると、メニューバーに「MOBウ ェイポイント」の項目が追加されるので、これを

開いて「消去」を選択 して下さい。

カスタマイズ

壁紙

右上のメニューキーを押した後、「ス トレージ」、「マイファイル」、[Wall Paper]の 順にタッ

チすると任意の画像をホームページの壁紙 として設定することができます。

分割の調整

分割画面が選択されているとき、分割比を自由にカスタマイズすることができます。
パワーキーにワンタッチすると「分割の調整」アイコンが表示されます。

データーのオーバー レイ

チャー ト画面に速度を追加したり、ソナー画面に電圧を表示させたい場合、パワーキーにワン

タッチした後、システムコントロールの「オーバーレイの編集」より、所要のデーターを追加

‐
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することができます。「追加」にタッチした後、リス トから表示したい項目を選んでチェック

を入れて下さい。パネル上に追加項目が青枠付で表示されたら、ズームキーを使ってサイズを

調整したり、パネル上でドラッグして表示位置を変更できます。なお、アナログメーターを希
望される場合は、「環境設定」より「型式アナログ」を選んで下さい。最後に「保存」にタッ
チして確定して下さい。

お気に入 リページの追加

お気に入 りのアイコンにタッチすると「ページ編集」のダイアログが開き

ます。左端にあるパネルのリス トから構成 したい項目をプレビュー領域に

順次 ドラッグして下さい。構成が確定したら「保存」にタッチして確定し

て下さい。

チヤー ト

チャー トの機能は、自船の位置や陸地の情報、チャー ト上のその他の目標物を表示すると同時

に、航海の計画やウェイポイン トの登録、ス トラクチャースキャンのサイ ドイメージを上書き

するなど、多くの機能を利用できます。
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チャー トデータ

ELITE Ti2は ご購入時に精密湖岸線 「全国湖沼図 AT5」 または、「ノーティックパス簡易版」

が付属します。その他、目的に応 じて、魚礁入 り航海図 [C一MAP]、 「ナビオニクス」「テラ海底

地形ファイル」「ニューペツク海図カー ド」が利用できます。なお、釣 りに使用する場合は、

魚礁や根の形状を正確に認識するために自作のマップが必要となります。高度なオプションが

利用可能な「リーフマスター・プロ」と、操作が簡単な「インサイ トジェネシス」の 2種類

を用意 しています。「ナビオニクス」と「その他の地図」ではフォーマットが異なるため、メ
ニューの「チャー トオプション」で切 り替える必要があります。

2種類のチャー ト表示モー ド

通常は GPSを補足 している場合、チャー ト画面の中央に自船の位置を示す矢印が表示され、ボ

ー トの移動 と共に地図全体がスライ ドします。一方、チャー ト画面を ドラッグしたリカーソル

キーを操作すると、画面上にカーソルが現れて、自船の位置を示す矢印は固定された地図の中

を走り回ることになります。自船を中心に戻すときは、メニューから「カーソルをクリアー」

を選択 して下さい。

チャー トの表示方向

メニューの 「チャー トオプション」を開くと「地図の表示方向」が設定できます。さらにメ
ニューの「前方重視」にチェックを付けると、進行方向が開けるように矢印の位置がオフセッ

トされて見やすくなります。

ルー トの作成

画面上にカーソルがある状態で、メニューの「新 しい」を選択すると「新 しいルー ト」のアイ
コンが表示されます。変針地点や通過 したい位置に順次タッチしてルー トを作成することがで

きます。ルー トが完成したら「保存」にタッチして下さい。

この機能を利用して、チャー ト画面上に直線を引いたり作図することができます。

検索

チャー ト上にカーソルがあるときは、カーソルの交点より、カーソルがないときは自船の位置

より各種項 目の検索が開始されます。

チャー トのオーバー レイ/ス トラクチヤーマップ/自 動等深線

メニューの「オーバーレイ」にタッチするとストラクチャースキャンのサイ ドイメージや、

自動等深線を上書き表示することが可能です。例えば、メニューの「ストラクチャーオプショ

ン」を開くと、「透明度」の調整ができるので、水底の画像とチャー トの情報を同時に読み取

北方上方表示 船首上方表示 進路上方表示



ることができて便利です。スロットにカー ドが挿入されている場合のみ「ジェネシスライブ」

を選択することで、自動的に等深線が作成されます。

C―MAPのタイドグラフ

C―MAPの MAX―卜 WIDE以 降 で は 、 1海 里 以 上 にズー ムイ ンす る と、検 潮 所 を意 味す る Tマー ク

が表示され、ここにカーソルを合わせてエンターキーを押す と潮汐表や潮流速度/方向を表示

できます。

チヤー トの設定

メニューキーを押してから、 左上の「歯車アイコン」、

ャー トの設定メニュー」が開きます。

「チャー ト」の順にタッチすると「チ

3Dボート選択
3D表示の時、自船の位置を表すイラストを3種類の中から選べます。

ボート設定

喫水、船幅、全高を登録することで、オー トルー トが選定された場合に演算のデータとして利

用されます。

範囲円

自船から目標物までの距離を知りたいとき、範囲円を表示させると目安になります。
ヘディング延長線
「船首方向の延長線」にチェックを付け、「延長線の長さ」で距離または到着予想時間から線
の長さを決定します。 実績ポイントに延長線を合わせてルアーをキャス トしたり、COGに

重なるように操舵することで目的地に最短時間で到着できます。
2D/3Dチ ャートの同期
2Dと 3Dの地図が並べて表示されるとき、双方の位置をリンクして表示します。

ポップアップ情報
チャー ト上の項目を選択したときに、その内容をポップアップで表示させます。
グリッドライン

緯度経度を表すグリッドラインの表示をコントロールします。

チャートを隠します
Lowranceの チャー トが選択されているときに、チャー トを非表示とすることができます。
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ウェイポイント、ルート、および航跡

メニューキーを押 してから、「ウェイポイン ト」にタッチすると、ウェイポイン ト、ルー ト、

および航跡の一覧表が開きまづ。

ウェイポイン トは、チャー ト画面や、魚探画面、レーダー画面上にユーザーがマークした位置

の情報で、魚探画面上でマークしたポイン トは水深情報も付力日されます。

ウェイポイン トの保存

ウェイポイン トはカーソルの交点にエントリーキーの 2度押しで保存できます。また、ウェイ

ポイン トキーを 1度押した後に、アイコンの種類や色を選択 してから保存する方法も利用でき

ます。

ウェイポイントの移動

以前にマークしたウェイポイン トの位置を修正したいときは、そのウェイポイン トにカーソル

を合わせると、メニューバーに番号が表示されます。この番号にタッチしてから「移動」の項

目を選択すると、新 しいアイコンが二重に表示されます。これを希望する位置まで ドラッグし

て「移動の終了」にタッチして下さい。

ウェイポイントのアラーム設定

ウェイポイン トの「編集」にタッチすると、警報半径を設定することができます。 設定後は

このウェイポイン トに所定の距離まで接近すると警報を発生します。

ルー…ト

ルー トとは一連のルー トポイン トで構成される道順で、危険を回避 した り、ヨットレースで最

短時間のコースを設定するときなどに用いまサ。

既存のウェイポイン トを利用 してルー トを作成

チャー ト画面から「新 しい」、「新 しいルー ト」の順にタッチします。最初にスター ト地点とす

るウェイポイン トを選び、順に希望するウェイポイン トにタッチしてルー トを作成 します。

最後に保存を押して完了します。

航跡

航跡 とは、航行したラインを自動的に記録 したものです。航跡を記録 しておくと、視界不良の

時に安全に帰港 したり、トローリングの実績ラインを再度攻略できるなど、多くのメリットが

あります。航跡は一定の打点数を超えると、古いものから上書きされますので、保存したい航

跡は定期的にカー ドに出力されることをお勧めします。
ページキーを押してから「航跡」にタッチするとリス トを表示できます。

航法指示

特定のウェイポイン トや、カーソルの位置に向かつて的確な操舵の指示を行つたり、指定され

たルー トに沿つて正 しく航行できるように指示します。オー トパイロットの機能が装備 されて

いれば潮流や風の影響などを補正して最短距離で航行できます。

‐
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2  船首方向

3  目的地方位

4  目的地

メニューキーを押した後、「舵」を選択 してから「ウェイポイン トに向かつてナビ開始」に

タッチします。ウェイポイン トを選択すると航法指示が始まるので、船首方向が目的地方位に

一致するように操舵 して下さい。

Ｅ

Ｄ

Ｔ

Ｔ

Ｘ

Ｔ

Ｄ

　
Ｇ

Ｔ

　
０

Ｄ

　
Ｓ

目的地までの距離

対地速度

理想コースからの乖離

予想所要時間

ソナー

ソナーの機能は、水中と水底の情報を取得 して、魚の位置や水底のス トラクチャーをディスプ

レイ上に表示することにあります

ズーム

ソナー画像の拡大は、十一のズームキー、パネル上

の十一にタッチする2種類の方法で、任意の倍率と

なるようにズームすることができます。ズームレベ

ルはパネルの左下に表示されます。ズーム中は自動

的にボ トムがパネル下方にキープされますが、意図

的に実際より浅いレンジをセットすると、ボ トムを

表示できなくなります。

画面上にカーソルが置かれている場合は、交点を中

心にズームされます。画面右側にはズームバーが表

示され、どの部分が拡大されているかを知らせます。

カー ソルの有効な利用

初めてのポイン トでは、魚の位置を把握 したり、理想的なアンカーポイントを決めるために

有望ポイン トを含むエリアをジグザグに走行して魚探掛けします。メニューバーの「見る」に

タッチしてから、「プレビュー」「常時」を選択するとパネル上方に魚探履歴が標示されます。

沈船や魚礁の全体を確認 したら、画面を ドラッグして巻き戻 します。魚やス トラクチャーにタ

フィッシュアーチ

H響彩訴…一――――|
5  1Aス コープ

6  1ズームレンジボタン

17  1カ ーソル位置の水深 と水温
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ッチしてウェイポイン トキーを 2度押すと通 し番号を付けてマーキングされ、チャー ト画面に

切 り替えると魚の位置が明確になります。マークされたポイン トに向かつて潮上から順次、仕

掛けを投入 したり、並んだ魚の延長線上にボー トを移動 してルアーを通すと一度のキャス トで

多くの魚にアピールすることができるため、確実に釣果が向上 します。

ソナーの設定

レンジ自動

初期設定ではレンジが自動に設定され、画面下方に常にボ トムを捕 らえます。起伏の変化が激

しい場所では、とても便利な機能ですが、水中のゴミが多いときや、温度層の境 日、水生植物

により極端に反射が弱いときなどボ トムをロス トしたり誤認識する場合があります。

水深が予測できるエ リアであれば、手動設定の方が安定します。

例えば、振動子の能力をはるかに超えた水深で、特定のレンジを狙つた トローリングをすると

きなどは、「ア ドバンス」から「マニュアルモー ド」にチェックを付けると、設定したレンジ

のみを強制的に表示させることができます。

周波数

登録された振動子に応 じて、発射可能の周波数が表示されるので、目的にあつた周波数に設定

できます。一般に高い周波数は指向生が強く、魚の位置を特定したり海底地形図を作成する用

途に向いています。低い周波数はエネルギーが強いため、深場を探査することができます。

特定の周波数に反応するイカや太刀魚は中間チャープに良く映る場合があります。

浅場で、ルアーやベイ トフィッシュ、付けCIIの有無を確認する場合は、解像度の優れた高周波

チャープが最適です。深場釣 りは 50Khz固 定をお進めします。

感度

感度が自動にセットされている場合、水底の変化が激 しい場所でも常にコンピュータが判断す

る最適感度に自動調整されます。 自動調整に設定されている場合でも、ユーザーの好みに応

じて、さらに強弱を調整できます。浅場で水生植物が多い場所では、マニュアルモー ドの方が

上手く働 く場合が多いです。

カラーライン

カラーラインはボ トムの最上部の色が、底質に応 じて、その幅が変化することから判断するこ

とができます。ホワイ トバックグラウンドのパレットが選択されている場合は、ボ トム最上部

の色が黄色になるようにセットすると、岩盤などのハー ドボ トムで黄色の帯が広がり、逆にマ

ッディーな所では黄色の帯が無くなり、セカンドカラーの赤一色になります。このように、カ

ラーラインを調整することで、ボ トムをズームしながらベイ トの存在と底質を同時に見極める

ことが可能となります。

発信停止

2台のソナーを同じ周波数で使 うと、干渉を起こす恐れがあります。この場合、メニューバー

からワンタッチで発信を停めることができます。

ア ドバンス

ノイズの抑制や、スクロールスピー ド、マニュアルモー ドヘの切 り替えをコン トロール します。

魚探画面録画

録画の目的が地形図作成である場合は、ファイルフォーマットを slgにすると、少ないメモ リ

ーサイズで広域のデータ収集ができます。サイ ドイメージやダウンスキャンも録画するときは

S12にきり替えて下さい。浅場で 800バイ ト、深場で 1600バイ トを目安にセットし、メモリー

カー ドに録画 します。「ア ドバンス」から「マニュアルモー ド」にセットすると、スクロール

が安定するので確実な録画が行えます。



ス トラクチャースキャン

高周波ビームを側方と下方にに発射 し、数十回の発射から1本の平行ラスターを生成 します。
このラスターを並べると、写真画質の水中画像が作られます。従来の魚探が一定の指向角で拡
散する信号であるのに対して、ス トラクチャースキャンは無限焦点の写真画像のような表現と
なるので、魚やス トラクチャー、沈船などを正確に認識できるようになりました。

初めてのポイン トでは、「ア ドバンス」「魚探画面録画」より,カ ー ドに s12フ ァイルを記録 し
て下さい。「ファィル」の 「カー ド」に作られた s12をス トラクチャーマップ (.smf)に変換 し
てから「表示」にタッチすると、チャー ト上に写真画質の水中情報が上書きされます。簡単な
操作で魚やス トラクチャーの位置が正確に認識できるため、ぜひ有効に活用 して下さい。
また、チャー ト画面の「オーバーレイ」で「ス トラクチャー」を指定すると、リアルタイムで
ス トラクチャーや魚の状況を表示することができます。

フイッシュリビール

メニューボタンを押してから「ダウンスキャン」にタッチすると、水中を写真画質で表示出来
ます。メニューバーの「フィッシュリビール・オプション」を選択し、感度を調整することで
魚の信号のみを抽出し、色分けして表示できます。

ボトム

周波数

ズーム/レ ンジアイコン

レンジスケール
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仕  様

本 体 サイズ

画 面 サイズ

画  素  数

電    源

消 費 電 流

周  波  数

出    力

到 達 深 度

GPS機 育旨

標 準 付属品

アクセサリー

ELITE- 7 Ti2   WHD 220 X 142 x 64 mm   O.91 kg

ELITE- 9 Ti2   WHD 285 X 175 x 74 mm   l.32 kg

ELITE-12 Ti2   WHD 351 X 231 x 82 mm   2.2 kg

7 Ti2 対角 178■lln 9 Ti2対角 228■lm  12 Ti2 対角 307■ ll■

800x480

10.8～ 17.OV

O.9/0。 9/1.6A

50//83/200Khz(魚 探)455/800Khz(サ イ ド/ダウン)

500W  (RMS)

1,500m(振動子の種類、条件により異なります )

WAAS対応 16CHレ シーバ ー 内蔵 、

5,000ウ ェイポイン ト、10ト レイル、200ルー ト
コの字架台、ノブ、電源コー ド、プロテク トカバー

スリー・イン 。ワン振動子

HST―WSBL 83/200khz  ス キマ ー型 振 動 子

PDT―WBL 83/200khz  ポ ッ ド型 振 動 子

HD1 83/200/455/800khz スキマー型振動子

HD1 50/200/455/800khz スキマー型振動子

HD1 50/200/455/800khz スルーハル振動子 12/20度傾斜

その他、50/200Khz国産他社振動子

POINT l ヘ デ ィ ン グ付 GPS ア ンテ ナ

IKKI―QZみ ちび き対 応 高精 度 GPSア ンテ ナ

クランプ型振動子取 り付けシャフ ト46cm

クランプ型振動子取 り付けシャフ ト80cm

(ト ータルスキャン振動子以外はアダプターが

必要です。)

取 り付 けとアクセサ リー

●準備

他にも取 り付け方法は色々ありますが、以下の手サ1贋 で設置されることをお勧めします。作業を始め

る前にこの章は最後まで目を通 して下さい。船体に穴開け加工した後では取 り返 しが付かない場合

もあります。

1.本体のおよその取 り付け位置を決めて下さい。 トランスジューサーや電源ケーブルをどのよう

に引き回すか、どこを通すか計画できます。

2.ト ランスジューサーの およその取り付け場所と ケーブルの通し方を決定して下さい。

3.バ ッテ リーの場所と他の機器 との接続を決定して下さい。

4.ト ランスジューサーを固定してからケーブルを本体取 り付け予定の位置まで 配線 して下さい。

5。 本体の位置から電源まで電源ケーブルを配線 して、極性をよく確認 して電源に接続 して下さい。

(赤がプラス、黒がマイナスです)

6.コネクターを 本体背面に差 し込んでから、コの字型ブラケットに セットしてください。

‐13‐



● トランスジューサーの取 り付け

トータルスキャン振動子はステンレスブラケットを L字型に組み立て、トランサムにビス止めしま
す。船体中央より右側 30～ 40セ ンチ位の走行中最も泡の少ない場所を選定して下さい。レンタ
ルボー トで使用される場合は、オプションのクランプ型振動子取 り付けシャフ トをご利用下さい。
標準のスキマー型 トランスジューサーには船尾に取 り付けるためのステンレス金具が、また、オプ
ションのエレキマウン トリングにはプラスチック成型されたブラケットが付属 しています。これら
はキックアップ・マウン トと呼ばれ、水中の障害物にヒットしたとき取り付け軸を中心に回転 して
ダメージを最小限に抑えます。
工具無しで簡単に押し戻すことができるのも特徴です。魚探の設置に関して、トランスジューサー

の取 り付けが全ての性能を決定するといつてもよいほど、取 り付け位置は重要です。最もよい位置
を選択 して下さい。

●取り付けに必要な工具と部品

船体や トランサムに穴を開けてコネクターを通す場合は 23mmの ドリルが必要です。水温センサーやス
ピー ド水温センサーを共に通す場合は 30mmのホールソーを準備 して下さい。

標準スキマー型を トランサム (船尾板)に固定する場合

開口部 1lmmの スパナまたはモンキースパナ 2丁、3.5mmド リル、大きめのマイナス ドライバー

2周波 トランスジューサーを トランサムに固定する場合

開口部 1lmmの スパナまたはモンキースパナ 2丁、4mmド リル、大きめのマイナス ドライバー、別
途に5x25mmス テンレス木ねじ4本を用意 して下さい。

標準スキマー型を トロールモーターに固定する場合

開口部 1lmmの スパナまたはモンキースパナ 2丁、4mmド リル、大きめのマイナス ドライバー、別
途にプラスチック結東バン ド (イ ンシュロック)

●取り付ける場所の選択

1.ト ランスジューサーは全ての状況においてスムーズに水が流れる場所に取 り付けなければなりませ
ん。船底内側から取り付けるときはボー トがあらゆる姿勢の時も取 り付け位置が 水面下となる必

要があります。水流がスムーズでないと タービュランスノイズや泡の巻き込みで、干渉縞や無数
の斑′点が現れます。

2.ト ランスジューサー下面が可能な限り真下を向くように取 り付けます。
3.船尾に固定する場合は トレーラー積載時に牽引金具や トレーラー車体に干渉 しないかよく確認 して

下さい。プロペラが発生する キャビテーションノイズを 拾わないようにするためエンジン固定部
から30セ ンチ以内の場所もさけて下さい。

通常 トランスジューサーは ボー トの一番深い所に装着されます。これはプレーニング中でも 水
面下に置かれる必要があるのと、気泡による干渉を 減少させるためです。

4.ト ランスジューサーのケーブルは、できるだけ他の配線から離して下さい。エンジン周辺の配線や
ビルジポンプ付近にケーブルが近接すると 画面上にノイズを生じます。

14



●船底透過方式の取り付け

一般に トランスジューサーを 船底透過方式で取り付けると、到達深度が多少劣るものの超高速ですば

らしい性能を発揮 します。漂流物に ぶつけてダメージを 与えたリドック入 りや トレーラー積載時に

破損する心配が無くなります。しかし、この取 り付け方にも いくつかの弱点があります。まず、理想

的な位置に 設置された場合でも船底を透過するときの 感度ロスを生じます。同じボー トでも 取 り付

け部分の構造や 材質によつて 減衰の度合いが変わつてきます。 2番 目の問題 として 最良のフイッシ

ュアーチを得るための角度調整ができなくなることです。 トロールスピー ドと高速巡航時の姿勢変化

の大きい船体では妥協点を見つけなければなりません。満足な結果を得るためには、最初から接着剤で

固定せず、入れ歯固定材を使って何力所か試 してみることをお勧めします。理想的な動作が得られたら

取り付け面をサン ドペーパーで磨いた後、シンナーで脱脂 してから 微量の瞬間接着剤で 仮止めしま

す。周囲に油粘土で土手を作ってから長時間硬化型のエポキシを40度位に暖めて流し込みます。

● トランサムヘの取 り付け

取 り付け前に 部品を仮組みして トランサムに当ててみて下さい。 トランスジューサー下面が船底より

ほんの少し下方に位置し 水平となるように取 り付け可能であることを確認して下さい。 陸揚げのとき

のダメージを防ぐため、 トランサム最深部でセンターを避けた位置に ステンレスブラケットが水平と

なるように押し当てて 穴開け位置をマーキングします。 トランスジューサー下部が船底とフラットか

少 しだけ出る位が理想的な取 り付け状態です。マーキング位置に4mmの 下穴を開け、付属のビスにた

つぷ りとエポキシを塗布 してブラケットをネジ止めして下さい。国際的に トランサムは 14度の角度で

設計されているので、ブラケットの打亥1マークとプラスティックラチェットの Aマークを合わせるとト

ランスジューサーを水平にセットできるはずです。 もし、水平にならないときは、Bマークや、Cマ
ークで試 して下さい。 最後に取 り付け図に従つて 2枚のゴムワッシャーと平ワッシャーを通してから

ナットで締め付けます。ナットと平ワッシャーのゼロになつてから、さらに90度締めて下さい。締め

すぎると水中の異物にぶつかつたとき、 トランスジューサーを破損 します。

ケーブルをしっかリクランプしておくと高速で異物にぶつけた場合でもトランスジューサーが船内に

飛び込んでくる危険を防ぐことができます。

ゴムワッシヤー ‐‐_平 ワッシヤー

●エレキヘの取 り付け

オプションの トローリングモーターブラケットによつてエレキの下に吊り下げることができます。図の

ようにプラスティック製ブラケットに トランスジューサーをボル ト止めし、ステンレス製のアジャスタ

ブルス トラップを通してからマイナス ドライバーでエレキに締め付けます。余分のコー ドがプロペラに

巻き込まれないように必ず要所をインシュロックでクランプして下さい。実際に本体を作動させたと

き、画面左上の水深を示す表示が 点滅を繰 り返している場合は ビームが真下を向いていないことを

意味するので正しく向くように再調整 して下さい。 無段階エレキのノイズが干渉するときはマウント

リングとバッテリーのマイナス端子を電線で結線すると改善される場合があります。
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●電気的接続について

このシステムは 12ボル トの直流電源で 動作します。付属の 3ア ンペアのヒユーズとヒューズケース

を組み立てて、赤 リー ドをバッテリーのプラス側、黒 リー ドをマイナス側のス端子に接続 して下さい。

経年変化によつてヒューズの金属部に酸化皮膜を生じると電流が流れにくくなります。CRCな どの潤滑

剤を吹き付けて、ヒューズを数回脱着すると、改善されます。

本機では外部機器との通信に、NⅣEA2000を 用意 しています。その他に、オプションの電源コー ドPC-30

をお求め下さるとRS¨422の通信線を利用して、パソコンや計測機器に本器のデータを出力できます。

外部アンテナや全ての機器は接続すると、自動認識されるため、ユーザーが設定する必要はほとんどあ

りません。

●本体の取り付け
バウデッキにブラケットを木ねじで固定して、盗難防止のために本体のみ持ち帰つて保管するというの

が一般的ですが、レンタルボー トを利用される方は小型のアイスボックスにブラケットを取り付けて使

用 し、移動の時は本体をボックスに入れて運搬すると傷付けません。オプションのボールマウン ト架台

を利用されると見やすい角度に調整できます。

大型ボー トでダッシュボー ドにマウン トする場合は、www.lowrance.comか ら機種に応 じた型紙をダウン

ロー ドして下さい。ダッシュボー ドに型紙を貼 りつけホールソーで四隅に穴を開けてから点線に沿つて

ジグソーで切 り抜きます。やや内側を切 り抜き、現物に合わせながらカッターで仕上げると上手に加工

できます。全ての配線を終えて動作確認 してから、本器の全面カバー外 し、4本のスクリューで固定し

て下さい。

データのバックアップ

登録 したウェイポイン ト、航跡やスクリーンショットは本体のメモ リーに記憶されています。

本体に起動不良等の問題が発生したときは、工場出荷時の状態にハー ドリセットをかけると、ソフ トウ

ェアの不具合を解決できます。ところが、ハー ドリセットによつてメモ リーを初期化すると大切なデー

タを全て失 うことになります。そこで、定期的にデータをカー ドに出力 しておくと、安心です。
ページキーを押した後、 「ス トレージJに タッチしてから「ウェイポイン ト」を選択して下さい。 「エ

クスポー ト」にタッチして、バージョン6を選び、もう一度 「エクスポー ト」にタッチします。メモリ

ーカー ドを指定して「OK」 を押すとキーボー ドから名前を入力できます。最後に「OK」 にタッチして

下 さい。

データのインポート

データを読み込むときはカー ド内の.usrフ ァイルにカーソ

ルを合わせ、「インポー ト」にタッチします。同様に「設

定データベース」もカー ドに出力 しておくと、全ての上書

きデータや設定事項を保存することができます。
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タ ッチ感度の調整

本機はスクリーン表面と大地間の静電容量の変化を読み取って入力を受け付けます。テーブル上のバッ
テリーに接続してテス トするときは、全く入力を受け付けない場合があります。ボー トヘの設置が完了
したら、タッチ感度の最適化を実行して下さい。ウェイポイントボタンを押 したまま電源をオンにす
ると、タッチ感度調整モー ドで起動 します。左上に十マークが現れるので、時計回 りに追いかけてタ
ッチして下さい。最後に中央部でタッチすると最適感度に調整されます。

ハー ドリセ ッ ト

発電機、 トロールモーター、セルモーター起動時のノイズによって、本機のファームウェアにバグが混
入すると、動作が不安定になったり、起動に障害が起こります。ズームキーの十 を̈押したままの状態で
電源を投入し、ズームキーはシステムが起動するまで押し続けて下さい。 「日本語」を選択し、「シミ
ュレーション」は「いいえ」を選んで下さい。質問に答える形で入力すると初期設定が完了致します。
なお、ハー ドリセットはネットワークケーブルを外してから行って下さい。

● ソナー ビューアー に よるハイテ クフィッシング

通常、国産の魚探は揮発性で、どんなに重要な画像も数秒後には消滅 してしまうとい う致命的な欠点が
あります。本器では、表示 した画像を位置情報と共に、仝て SDカー ドに記憶することができるので、
本体、またはパソコンで再生して、好ポイン トやス トラクチャーをマークしたり、ルアーのアクション
と魚の反応を研究するなど、一日の釣行を振 り返って、次回の作戦を練ることができます。魚探の画面
を注視 している時間は、多い人でも釣行時間の 2～ 3割なので、全画像を再生すると、思いがけない場
所で魚群や有望なポイン トを発見することができます。
llttps.||…・dropbox.Oonys/8klceiyO刈 V871鶯/SonarViewe1 2.1.2.exe?dl=0か らSoner Viewer 2.1.2を ダウンロ
ー ドしてパソコンにインス トール して下さい。カー ドリーダーをパソコンに接続 し、録画データの入つ
た SDカー ドを挿入すると、ツールバーのアイコンをクリックして、再生、早送 り、巻き戻しのほか、
感度調整やカラーラインの設定もできます。好ポイン トにカーソルを合わせると、緯度経度、水深、録
画 日時、水温などが表示されます。本体のカーソルをこのデーターに合わせて、ウェイポイントを打つ
と、次回の釣行では有望なポイン トを次々に攻略することができます。
ソナービューアーは60進表示となっているため、ソナービューアーを利用するためには緯度経度の表
示方法を統一する必要があります。
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Wifiの活用

本機 に表示 されてい る画像 を、スマー トフオンに送信 した り、タブ レッ ト端末で本機 を リモー トコン ト

ロールす るこ とができます。先ず 、スマー トフォンか らア ップル ス トアにアクセス して、LOWRANCE
と入力すると、Link Collllectの アプリケーションをダウンロー ドすることができます。スマー トフォン

の「設定」からWi■ の選択を実行 して下さい。ELITE¨X Ti2を選択すると、パスワー ドの入力を求めら

れます。

Ti2の 「設定」から「ワイアレス」 「スマホ/タ ブレットを接続 して下さい」の順に開くとパスワー ドが

表示されます。大文字と小文字の区別があるので、 1と 1(エル)0(ゼ ロ)と 0(オー)な どにご注

意下さい。

2台の Ti2を接続

「設定」 「ワイアレス」から「他の Elite‐ Ti2と 接続します」にタッチして、ベースユニットに設定して

下さい。もう1台の Ti2は遠隔ユニットに設定します。このペアリングによつて、ウェイポイントや振

動子、マップの共有が可能になります。

無料の精密等深線 C―MAP・ ジェネシス

釣行前に「共用マップ」をチェック
「C mPジェネシス」のホームページ、https://wηw.genesismaps.com/か ら、Social Mapを クリッ
クすると、現在、利用可能な「共有マップ」を確認することができます。

日本列島まで ドラッグしてから、ズームボタンの十

マークをクリックすると、マップがアップロー ドさ

れているエリアは、青丸で表示されます。カーソルが

張 り付くときは右クリックで ドラッグして下さい。

例えば、福島県の檜原湖をクリックすると、ダイアロ

グが現れるので、Viewをクリックすれば、精密な等

深線が表示されます。

「共用マップ」をダウンロードする前に
エ リー トTiや HDS Gen3の よ うに Wifiを内蔵 す るモ

デルは、携帯のテザリングや Wifiルーターを利用 して、直接インターネットに接続できるため、パ

18



ソコンが無くても現場で簡単に地図を作成 したりできあがつた地図や共有マップをダウンロー ドし

てご利用頂けます。

Wifiを内蔵 しないモデルは SDカ ー ド (マイクロSD)にダウンロー ドして、exeフ ァイルをダブル

ク リックす る と AT5のマ ップ が展 開 され ます 。 先 ず は右 上 の Sign Up FREEを ク リック して 、 アカ ウ

ントを作成して下さい。パスワー ドは、大文字、小文字、数時または符号を含む 12文字以上で作成
して下さい。
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Download Map、 Save Fileの順にクリックし、ダウンロー ドされた exeフ ァイルを右クリックで

空の SDカ ー ド(マイクロ SD)に コピーして下さい。カー ド内のファイルをダブルクリックすると

AT5マ ップが展開され、このカー ドを本体に挿入すると詳細な等深線が表示 されるようになります。

●共有マップを利用 して良い釣 りができたら、恩返 しに、ぜひ、データの抜けているエ リアを録画し

てアップデー トして下さい。皆さんのご協力で完璧なマップが仕上がります。

轍 ial腋尋p_豊豊陽

導57

ELITE Tiや HDSで 直 接 ダ ウ ン ロー ド

Wifiを内蔵するモデルは携帯のテザ リングや Wifi

ルーターを利用して、直接インターネットに接続で

きるため、パソコンが無くても現場で簡単に地図を

作成 したり、ダウンロー ドできます。

メニューボタンを押 してから、「設定」「ワイヤレス」

の順にタッチして、「内蔵ワイヤレス」が 「オン」

になつていることを確認の上、「Wi■ ネ ットワー

ク」から Wi■ に接続 して下さい。

リス トから接続する Wi■ を選択 して下さい。2.

3. 「ネットワークキー」のウィンドにタッチするとキーボー ドが表示されるので、

て下さい。なお、小文字の入力はABC,記号の入力はSnIにタッチして下さい

にタッチ して下さい。

以上で、インターネットに接続されるので、
パソコン無しで直接 CWttP Genesisにアクセ

スできます。

右上のメニューボタンを押 してから、左側タスク

ーバーの一番下にある CWいP Genesisに タッチ

して下さい。HDS/ELITE Tiには、あらかじめ空

のメモリーカー ドを挿入して下さい。

GoFrecシ ョップを開いて、メールア ドレスと

パスワー ドを入力後、Loginにタッチして下

さい。

Social Mapsに タッチすると、国、県の順に

リストアップして、ご希望の水域が見つかつた

パスワー ドを入力 し

。最後に 「決定」
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Downloadに タッチ して下さい。

6.「チャー トデータの選択を変更しますか ?」 のメ

ッセージが現れたら「はい」を選択して下さい。

ELI丁E Tiや HDS GEN3 Touchで 直接アップ ロー ド

GoFreeシ ョップにログインしている状態で、ソナー画

面又はス トラクチャー画面より、「ア ドバンス」にタッ

チ してから、「魚探画面の録画Jを選択 して下さい。

「表層ノイズ」を「中」、「マニュアルモー ド」にチェッ

クを付けると、安定して録画ができます。

地形図の作成だけなら、slgフ ォーマットで行 うと、メ

モリーの消費が少ないです。ス トラクチャー画像も録画

する場合は s12を選んで下さい。「アップロー ド」にチ

ェックを付ければ自動的にアップロー ドされます。完成

した地形図は 10～ 20分後にダウンロー ドしてご覧頂け

ます。

●水生植物の分布や底質の表示、非公開でマップを作成

したい場合は、年間ライセンスをご購入下さい。税別

12,000円 で、ロランス取扱店にてご購入頂けます。
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トラブル シューテ ィング

ロランスは特殊透過膜による完全防水仕様ですから、日本製の非防水モデルと比較すれば桁違いの信頼

性を誇っています。万一、ご使用中のソナーが異常な動作をするときは以下の項目に従つて自己診断を

実行 してみて下さい。

●電源が入らない

1.パ ワーコー ドのコネクターがしっかり差し込まれていますか。コー ドとバッテリーの接続部が接触

不良を起こしていませんか。

2.テスターがあればコネクターの出口で電圧を汲1定 して下さい。デジタル回路は5Vに安定化されて

いますが出力部は電池の電圧が直接印可されるので 1lV以下では正 しく動作 しません。
3.エ ンジンの発電器内部の整流器が故障すると高圧の交流電流を発生します。再起動やノイズが多い

場合は、ここに精密機器をつなぐのはきわめて危険なので別バッテリーを用意 して下さい。
4.ヒ ューズの頭が導通不良を起こしていませんか。サンドペーパーで軽く磨いてみて下さい。

●動作が途中で止まったり不安定

1.ボー トのモーター、 トローリングモーター、他の電子機器からのノイズが受信回路に干渉 している

恐れがあるので、コー ド類の取 り回しを変更してみたり、原因と思われる機器の線を外 して、症状
に変化が見られるか確認 して下さい。自作のたmマ ップは起動不良を起こすので、ご注意下さい。

2.ト ランスジューサーの コー ドが 被覆が破れたり、つぶれたり、断線 していませんか。
3.ト ランスジューサーのコー ドや電源コー ドのコネクターが破損 していないか、腐食していないか、

しつかり差し込まれているか確かめて下さい。

4.カ ー ドに GPSのデータや、設定データを記録 した後、ズームキーの+―を同時に押したまま電源を

入れてみて下さい。 ハー ドリセットにより、ソフ トウェアが工場出荷時の状態に戻 ります。

ウェイポイン トや設定は、カー ドか ら「インポー ト」によつて復 旧できます。

●反射波が弱い、水深表示が点滅をする、魚影が全く映らない

1.ト ランスジューサー底面が水底に対して垂直、あるいはスキマー型のとがった部分が水平方向を向
いているか確認 して下さい。時々、誤つてスキマー先端部を上に向けて取 り付けている例が見られ

ます。貝、苔、泥が付着していると正常な動作ができません。
2.ボー トの電装品からのノイズが大きいと、本機の内部で各種の除去プログラムが起動 したり感度を

下げます。これによつて、弱い信号や底の詳細な情報が失われることがあります。
3.オー トモー ドの状態で急激に深くなつている領域に進行すると、一時的に反射波が得 られなくなる

のでエラーと判断することがあります。 (左上デジタル表示が点滅 します)レ ンジ マニュアルで、
より深い設定を行 うか電源を入れ直すと正常になります。

4.デジタル表示にして、動作電圧を確認 して下さい。ヒューズや電源コー ドの接触不良が発生すると、

電圧変動が大きくなります。電源が 1lV以下では正常な動作は望めません。

●高速で探知しなくなったり動作が不安定 スクリューを回すと信号が弱くなる
1.ス クリューによって生じた渦流が原因となっています。 トランスジューサーの位置を変更して全て

の速度で画面スクロールが自動的に追従するところに取 り付けて下さい。
2.原因が電装品の電気ノイズである場合は 1台ずつ電源を切つてどの機器が発生源か特定して下さい

電源を別にしたり、 トランスジューサーのコー ドを他の配線から離して下さい。
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