




















第３章：オートパイロットの性能の調整 
 

ラダーゲインの設定 

 

海上での最初の試運転時に安定した性能が得られるようなラダーゲインが工場で設定さ

れています。 

 しかし、船の舵ききの反応は非常に広範囲なので、ラダーゲインを初期値で使うよりも再

調整する方がオートパイロットのステアリング特性を改善させることが出来る。 

 

・ 特定のコース上で船を走らせなさい 

・ ５～１０秒間、コースを保持しなさい 

・ ティラーピンの上に作動装置を置きなさい 

・ 現在の方向を保持するように [AUTO] キーを押しなさい 

 

静水の状況下では、船の方向は維持されなければなりません。 

以下のテストでラダーゲインが高すぎるか、低すぎるかをチェックします。 

 静かな海上でオートパイロットを使い、[+10] キーを４回押して右舷４０度に方向を転進

させます。 

 一般的に巡航速度では、４０度の転進は２～５度以内のオーバーシュートできれいに曲が

らなければなりません。 

 もしその通りならばラダーゲインは正しく調整されています。 

 ラダーゲインが大きすぎるときは、Ａの様に明らかに５度以上のオーバーシュートが認め

られるでしょう。 

 この状態は、ラダーゲインの設定値を減らすことによって修正することができます。 

 

 



 
 

 これらの動作は波がステアリング・パフォーマンスに影響がない穏やかな海の状況下で最

も簡単に認識することが出来ます。 

ラダーゲインを調整する方法は、第４章「オートパイロットの再調」を参照して下さい 

 ２～５度のオーバーシュートでのコース変更が達成されるまで、テストを繰り返しなさい。 

 ラダー制御設定はそんなに重要ではなく、正確なコースを維持するための最も低い設定に

しなければなりません。 

このことにより、作動装置の動作が最小になり、それゆえに、電力消費と消耗を減らすこ

とが出来るのです。 

 同様に、不十分なラダー制御設定値は、鈍いステアリング・パフォーマンス（B）の結果

となります。 

 もし、船が転進するのに時間がかかりすぎたり、オーバーシュートが無いならばラダーゲ

インの設定値が低すぎるのです。 

 

 

 

 



第４章：オートパイロットの再調整 

 

 ST2000をあなたの船とステアリングシステムの特徴に合わせて調節することができます。 

較正ルーチンは、以下のパラメータを工場で設定したデフォルトの値から調節できます。 

 

・ Rudder gain (Value on power up)   ラダーゲイン（パワーアップの値） 

・ Off course alarm limit   コースはずれのアラーム角度 

・ Northerly/Southerly tuning error compensation  北半球／南半球のエラー補正 

 

オートパイロットは他の情報も必要とする場合があります。 

・ Average cruise speed  平均の船速度 

・ Local variation  その場所の磁気偏差 

 

この章では、各々の項目をあなたの船に合わせるために微調整する方法を説明します。 

 

 

４．１ 較正モードに入る 
 

■ 下記の表示になるまで [STANDBY] ボタンを５秒間押し続けます。 

 
表示窓の左側の数字の設定項目は（４．３表）を参照して下さい。 右側の数字はそれぞ

れの設定値です。 それぞれの設定項目は [AUTO] キーを押して循環的に選択します。 

現在の設定値を変更しないで見ることだけも出来ます。 

構成モード時に [STANDBY] キーを単押しすると、それまでの設定を有効にすることなく、

通常モードにもどります。 

 

注意：もし較正モード時に次の表示が出たときは、 

 
４．５項に詳細が書かれている「較正不能」を参照して下さい。 
 



４．２ 較正モードの終了 
 

較正モードはいつでもふたつの方法で終了することができます。 

 

 ■ [STANDBY] キーを１秒間押します。 

  この方法は入力した較正値をメモリーします。 

 

■ [STANDBY] キーを単押しします。 

  この方法はそれまでに入力した較正値をメモリーしません。 

 

 

 

４．３ 初期設定値 
 

初期設定値は次の表を参照下さい。 

これらは海上での最初の試運転時に安全なパフォーマンスが得られるように設定されて

います。 

あなたが変更した設定値は、参考のために較正値の欄に書き込んでおくと良いでしょう。 

Feature 

Number 

設定番号 

Feature 

設定項目 

Setting 

初期設定

値 

Adjusted 

Values 

較正値 

1 Rudder gain ラダーゲイン 5  

5 Average cruise speed 平均速度 8  

6 
Off course alarm angle 

オフコースアラーム角度 
20  

9 
Local magnetic variation 磁気

偏差 
Off  

10 

North/South tuning error 

correction 

北半球／南半球のエラー補償 

Off  

11 
Current vessel latitude 

現在の船の緯度 
xx  

 

注意：１．設定番号 2,3,4,7,8,12,13 は ST2000 では無効です。 

２．設定番号 10 の値がゼロならば、設定番号 11 は無効になります。 
 

 

 



４．４ あなたの船に合わせた較正 
 

オートパイロットの較正は次のように行います。 

 

■ ４．１項に書かれているように較正モードに入ります。 

次のような表示がされます。 

 
 

較正レベル１（ラダーゲイン） 

較正レベル１はラダーゲインです。 この較正は船を走らせながらセットすることが必要

です。 ラダーゲインの調整は３章を参照して下さい。 

 

 

較正レベル５（船の速度） 

較正レベル５は『航路制御』のために、船の通常速度をセットします。 

■ [AUTO] キーを押します。 

 
 

無線航行システムと接続するときに ST2000 は船の平均巡航速度を使って航路計算を行

います。 巡航速度は [+1] [-1] キーで調節します。 

 

注意：ST50 などの速度やその他のデータを表示する機器は SeaTalk バスで接続され、そ

れらは船の速度を直接オートパイロットに送信します。 

 

較正レベル６ （オフコースアラーム角度） 

較正レベル６はオフコースアラームの角度を設定します。 オートパイロットが設定され

たコースを維持することができない時にアラーム音で警報を発します。 

■ [AUTO] キーを押します。 

 
オートパイロットが 20 秒以上の間、制限角度以内に保持出来ない場合に、オフコースア

ラームが動作します。 この制限は１５度から４０度の間で１度ごとに [+1] [-1] キーで

設定することが出来ます。 

 



 

 

 

 

較正レベル９ （磁気偏差） 

較正レベル9は、船の現在位置の磁気偏差の値をオートパイロットに入力します。 

 ■ [AUTO] キーを押します。 

 
 

[+1] [-1] キーを使って磁気偏差を入力します。 

この値は「シートークバス」を通じて、マルチリピーターのような他のシートーク機器で

使われます。 

注意：＋ＶＥ偏差：東 

－ＶＥ偏差：西 

 
 



較正レベル１０（北半球／南半球のエラー補償） 

 較正レベル10は、北方または南方に向かうときの誤差を修正します。 

 自動操縦がより北半球のより高い緯度で北に向かうときに（または南半球で南に向かうと

きに）少し安定していない傾向があることに気づくかもしれません。 このことは高い緯度

で北（南）に向かうときに、地球の磁場の増加している傾斜角が舵の反応を拡大する影響を

持つことが原因なのです。 この誤差は全ての磁気コンパスに発生し、赤道から遠く離れる

とより誤差が大きくなります。 

 

ST2000 はこの誤差を補正して、オートパイロットの利得を全ての方位に対して自動的に

調節することで、正確なコースを保持することができるようになっています。 

 

■ [AUTO] キーを押します。 

 
[+1] [-1] キーで選択します。 

０＝オフ 

１＝北半球 

２＝南半球 

 

 
 



較正レベル１１（現在の船の緯度） 

較正レベル１１は、北方/南方に向かう誤差を補正するために船の現在緯度（最も近い程

度に）を入力します。 

■ [AUTO] キーを押します。 

 
 

■ [+1] [-1] キーで緯度を入力します。 

 

注意：もし較正レベル１０で較正値がゼロに設定されているならば、較正レベル１０で 

[AUTO] キーを押すと較正レベル１に移動します。 

較正値は、[STANDBY] キーを1秒間押すことによって保存されます。 

 

 

 

 

４．５ 較正へのアクセス禁止 
 

未許可のアクセスを防ぐために較正セットアップを禁止することが出来ます。 

これは次の方法で行われます。 

 

■  [-1] と [STANDBY] キーを１０秒間押し続けると次の表示がされます。 

 
 

■ [-1] と [+1] キーで較正へのアクセスをトグル動作でオン／オフ切り替え出来ます。 

■ 制御の表示が通常表示に戻るまで [-1] と [STANDBY] キーを１０秒間押し続けると、

設定を保持することが出来ます。 

希望ならば、アクセス後にスイッチオフしたらこの項目をハンドブックから削除して

下さい。 
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