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1 ご自身の安全のために 
 

1.1 基本的な安全指示 

 
 操作 

 

作業中は、常に次の指示を遵守してください： 

 この製品を用いて制御する、農業用機器の取扱説明書をお読みください。 

 車両のキャビンを離れる前に、自動メカニズムがすべて非アクティブにな

っているか、手動モードがアクティブになっていることを確認してくださ

い。 

 牽引機器やジョブコンピュータに子供を近づけないでください。 

  
 保守 

 

システムを動作可能な状態に維持してください。そのために、次の指示を遵守し

てください： 

 許可されていない変更を、製品に加えないでください。許可されていない

変更または不適切な使用は、ご自身の安全性を損ない、製品の耐用年数や

機能に影響を与える可能性があります。製品ドキュメントに記載されてい

ない変更は、すべて許可されていません。 

 製品から安全メカニズムやラベルを取り外さないでください。 

 トラクターのバッテリーを充電する前に、トラクターとジョブコンピュー

タ間の接続を必ず切断してください。 

 製品に修理可能な部品はありません。ハウジングを開かないでください。

ハウジングを開くと、ハウジングの密閉性が変わる可能性があります。 

 
  
 

1.2 意図された用途での使用 

この製品は、農業での使用のみを目的としています。これ以外の製品の取り付けや使用に対して、製造

者は責任を負いません。 

製造者は、不遵守に起因する、いかなる人的または物的損害に対して保証しません。不適切な使用に対

するリスクは、すべてユーザーが負うものとします。 

意図された用途での使用には、製造者が規定した運転および保守条件の遵守も含まれます。 

さらに、該当する事故防止規則とその他の一般的に認識された安全技術上および産業上、医学上、道路

交通法上の規則を遵守しなければなりません。独断で機器に変更を加えると、製造者保証が失効します

。 

 
 

1.3 警告通知の構成と意味 

本取扱説明書の安全指示は、すべて次の例のように構成されています： 

  

 

 

警告 

この注意喚起語は、中程度のリスクの危険を示しており、回避しないと

死亡したり重傷を負う可能性があります。 

 



  

  

APV – Technische Produkte GmbH オリジナル取扱説明書 ISOBUS 制御モジュール 5 ページ 

  

 

 

注 

この注意喚起語は、回避しないと軽度または中程度の負傷をもたらす可

能性のある危険を示します。 

 

  

 

指示 

この注意喚起語は、回避しないと物的損害をもたらす可能性のある危険

を示します。 

 

複数のステップで行われるアクションがあります。これらのステップのいずれかにリスクがある場合、

安全指示がアクション指示に直接表示されます。 

安全指示は、常にリスクのあるアクションステップの直前にあり、太字と注意喚起語で強調されていま

す。 

 

例：  1. 指示！これは指示です。この指示は、次のアクションステップに存在するリスクについ

て警告します。 

 2. リスクのあるアクションステップ。 

 
 

1.4 製品の安全ラベル 

ジョブコンピュータのラベル 
  

 

 

高圧クリーナーで清掃しないでください。 

  
 

 

1.5 処分 
  

 

使用後は、ご自身の国の法律に従って、この製品を電子廃棄物

として処分してください。 
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1.6 EU 適合宣言 

本機器、およびこれと同一タイプの機器が、その設計と構造、そして私どもが流通させた仕様において

、指令 2014/30/EU の安全と健康に関する基本的な要件に準拠していることを、ここに宣言します。私

どもの承認がない変更が機器に加えられた場合、この宣言は有効性を失います。 

 

ジョブコンピュータ MIDI 3.0 
  

適用された調和規格： EN ISO 14982:2009 

（EMC 指令 2014/30/EU） 

他の EU 指令への準拠： 指令 2011/65/EU（RoHS 2） 

 

2 サービス 

次の場合、私どものサービスアドレスにご連絡ください： 

 本取扱説明書の情報の他に、ISOBUS 制御装置の取り扱いについてご質問がある場合 

 スペアパーツのご注文 

 メンテナンス・整備作業のご依頼 

 

サービスアドレス 
APV – Technische Produkte GmbH 
HEADQUARTERS 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
Austria 

Tel.: +43 (0) 2913 8001 
Fax:  +43 (0) 2913 8002 
E-mail:  service@apv.at 
URL:  www.apv.at 
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3 運転開始 

3.1 概要 

 
 

3.2 ISOBUS 端末のスイッチを入れる 

手順 
 

1. ジョブコンピュータの ISOBUS ケーブルを、トラクターの ISOBUS 接続につないでください。 

2. ISOBUS 端末を起動してください。 

 ジョブコンピュータが、端末と一緒に起動します。 

 初めて起動する際、最初にジョブコンピュータは多くの情報を端末に転送しなければなり

ません。これには、数分かかります。 

 ジョブコンピュータのアプリケーションのデータがすべてロードされると、そのシンボル

が端末に表示されます： 。 

3. ジョブコンピュータのアプリケーションを開いてください。その際、ISOBUS 端末の指示に従っ

てください。 

 ジョブコンピュータの作業画面が表示されます。 

ジョブコンピュータは起動後に、使用する端末をユーザーが標準に設定しているかどうか

を確認します。設定されていない場合、「優先 VT 待ち時間」および「優先 TC 待ち時間

 

図 1： 概要 

1 ISOBUS 制御モジュール 

2 ISOBUS 制御モジュール取付板 

3 ISOBUS 制御モジュール保護板 

4 スターグリップナット x2 

5 ISOBUS-PS アダプターケーブル 

6 コネクタ保護キャップ 

7 ISOBUS 機器ケーブル 6.5m 
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」のパラメータに設定された時間が経過するのを待ってから、ジョブコンピュータは別の

端末への接続を確立します。 

 

3.3 制御モジュールの構成 

ブロードキャスターを初めて運転開始する際には、ご自身の機械に合わせて制御モジュールを構成する

必要があります。構成マネージャーでは、機械の既存の構成を変更または置換できます。様々な APV 

機器用に、構成のテンプレートがあります。機器に応じて、適切な構成を選択してください。 

 

手順： 

 
 

構成マネージャーを、次のように使用します： 

  散布は停止しています。 

 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「設定」画面が表示されます。 

 

2. 「設定 / 作業装置」画面で押してください：  

 「構成マネージャー」画面が表示されます。 

 画面では、現在選択されている機械、そして機械構成を形成する個々の部分構成の概要を目

にできます。 

 

3. リストで希望する構成を選択してください。 

P8 el …  電動ファンを装備する PS120 ～ PS500 

P8 hy DS … 油圧ファンと圧力スイッチを装備する PS120 ～ PS500 

P8 hy rpm … 油圧ファンと回転数センサーを装備する PS120 ～ PS500 

P17 hy DS … 油圧ファンと圧力スイッチを装備する PS800 ～ PS1600 

P17 hy rpm … 油圧ファンと回転数センサーを装備する PS800 ～ PS1600 

 

4.  - 確定してください。 

 機械が新たに構成されました。 
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4 ISOBUS 制御モジュールの操作 
 

4.1 作業画面の構成 

作業画面は、機械の状態を表示シンボルで確認できる、モニター表示の一部です。機械の装備によって

は、必ずしもすべてのシンボルが表示されるわけではありません。 

 

  

4.1.1 計量ドライブに関する情報 

このエリアでは、次を目にできます： 

  - 接続されている各計量ドライブの散布量。数字は、どの計量ドライブ

かを示します。ここには、常に現在の値が表示されます。 

  - 入力した規定値変更。 

 

4.1.2 追加機能に関する情報 

特定の機能がアクティブになっていると、このエリアで次を目にできます。 

  - アプリケーション ISOBUS-TC がアクティブ。 

  - SECTION-Control がアクティブで自動モード。 

  - タンクがアラームを報告。 

  - 機械は作業位置。 

  - 事前停止機能がアクティブ。 

 

4.1.3 ステータス情報 

このエリアでは、次を目にできます： 

  - 機械の現在の速度。 

 

図 2: シードドリルの作業画面 

 
計量ドライブに関する情報 

 
アクティブ化された追加機能 

 
列に関する情報 

 
シードドリルに関するステータス情報 
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  - 現在のファン回転数。数字は、どのファンかを示しています。 

 

4.1.4 作業画面の表示を調整 

ステータス情報が表示される作業画面は、最大 4 つのエリアに分割されます： 

 「左上の表示」 

 「左下の表示」 

 「右上の表示」 

 「右下の表示」 

構成に応じて、それぞれのエリアに、様々な表示を割り当てることができます。表示される可能性のあ

るものを、次の表に示します。  
  

シンボル 単位 意味 

 
km/h 現在の走行速度 

 
rpm ファン回転数 

 
% 相対的な計量ドライブ回転数 

この値は、それぞれのドライブの「最小回転数 / 分」および「最大

回転数 / 分」の値に基づいています。例：70 ％は、構成された最大

回転数の 70 ％で、計量ドライブが回転していることを意味します

。 
  
 

 

手順： 

1. 作業画面で、表示を変更したいエリアを押してください。  

 「表示フィールド選択」画面が表示されます。 

2. 選択したエリアに表示するステータスを選択してください。 

3.  - 確定してください。 

 

4.2 規定値の指定 

「設定」画面で、次のパラメータを設定または表示できます： 

 「製品」：現在選択されている製品を定義します。 

 「規定値」：ヘクタールあたりの種子または肥料の散布量を定義します。 

 「ステータス」：割り当てられた製品が、現在アクティブになっているかを示します。 

 「キャリブレーション係数」：計量シャフト 1 回転で散布される種子または肥料の量を、シードド

リルで定義します。 

 「最小速度」：散布に必要な最小作業速度を定義します。 

 「最大速度」：散布可能な最大作業速度を定義します。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  

 「設定」画面が表示されます。 

2. パラメータを構成してください。 
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4.3 キャリブレーション・テストを実行 

いつキャリブレーション・テストを実行するかは、機械の取扱説明書をお読みください。 

機械を使用する準備ができている場合にのみ、キャリブレーション・テストを実行できます。 

 

手順： 

 機械とその計量ドライブは、機械メーカーの取扱説明書に記載されているように、キャリブレー

ション・テストの準備を終えています。 

 タンクには、十分な量の種子または肥料が充填されています。必要に応じて計量ローターを容易

に取り外したり調整できるようにするため、タンクはいっぱいに充填しないでください。 

 機械は停止しています。 

 「ファン監視 キャリブレーション・テスト」パラメータをアクティブにしたら、ファンは停止

していなければなりません。 

 

1. 作業画面で押してください：  

 「設定」画面が表示されます。 

2. キャリブレーション・テストを行う製品を選択してください。 

3.   を押します。 

 「キャリブレーション・テスト」画面が表示されます。 

4. 「作業速度」テキストの下の入力フィールドに、後に播種する際に走行したい速度を入力してく

ださい。  

5. 後に作業したい規定値を入力してください。[➙ 4.2 章] 

6. 判明しているのであれば、キャリブレーション係数を入力してください。新しい製品では、最適

なキャリブレーション係数は自動的に計算されます。 

7. キャリブレーション・テストに使用するモードを選択してください。「手動」を選択した場合、

それ以上値を入力する必要はありません。「面積」と「時間」、「回転」には、それぞれキャリ

ブレーションする値を、追加で入力する必要があります。 

8. 機械でキャリブレーション・テストを開始してください。シーダーの取扱説明書の記載に従って

行ってください。 

9.  - 計量セルに種子または肥料を充填します。 

 計量セルは短時間回転します。 

10.  - 矢印キーを押し続けて、キャリブレーション・テストを実行します。キーを押して

いる間、シードシャフトが回転します。お客様の機器にキャリブレーションボタンがあれば、矢

印キーのように作用します。 

11. 希望する量が散布されるまで、キーまたはキャリブレーションボタンを押し続けます。ジョブコ

ンピュータは、既存のデータから重量を計算し、「計算値」フィールドに表示します。 

12. 機械でキャリブレーション・テストを終了してください。シーダーの取扱説明書の記載に従って

行ってください。 

 次のテキストを含む画面が、モニターに表示されます：「3. 結果」。 

13. キャリブレーション・テスト中に散布された、種子の重量を量ります。 

14. 「計量値」フィールドに重量を入力してください。 

 ジョブコンピュータは、計算値と計量値の間の偏差をパーセントで計算します。 

 ジョブコンピュータは、使用する計量ローターでこの散布量が可能になる、最小速度と最大

速度を計算します。 
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 キャリブレーションボタンをもう一度押すと、キャリブレーション・テストは計量された値

でカウントを続けます。 

15.  - 確定してください。 

  ジョブコンピュータは、製品に関するデータをすべて製品データベースに保存します。[➙ 

5.3 章] 

 

備考！ 

キャリブレーション・テスト後に、最小および最大の作業速度が表示されます！ 

 
 

4.4 ファンの ON と OFF 

作業中にファンを ON または OFF にできます。現在のステータスに応じて、異なる機能シンボルが作

業画面に表示されます。 

 

手順： 
 

1.  - ファンを ON にするか  - ファンを OFF にしてください。 

 ファンのステータスが変更されます。 

 ステータスによって 規定値が予め設定されている製品 [➙ 4.2 章] が散布されるか、散布が

停止されます。 

 
 

4.5 計量セルに種子を充填 

最初から播種できるように、そして圃場の初めに未播種の場所が生じないように、運転を開始する前に

シードドリルの計量セルに種子を充填しなければなりません。さらに事前計量機能も利用できます。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  

 計量セルが充填されている間、このシンボルが作業画面に表示されます：  

2. シンボルが消えてから、運転を開始してください。 

 

4.6 播種の開始 

備考！ 

キャリブレーション・テストの実行が前提条件になります！ 

 

手順： 
 

 機械は走行します。 

 機械は下降しています。 

 計量セルに種子が充填されています。 

 ファンが、最小回転数に達しました。 
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1.  - 播種を開始してください。 

 
 

4.7 播種の停止 
 

1.  - 播種を停止してください。 

 作業画面に、次のメッセージが表示されます：「散布は停止しています。」 

 すべての計量ドライブが停止します。 

 

4.8 作業中に規定値を調整 

作業中に規定値を調整できます。 
  

機能シンボル 意味 

 

規定値を増加。 

規定値は、「調整」パラメータで定義した値の分だけ変更されます。[➙ 

5.3.5 章] 

 

規定値を減少。 

 

100 ％の規定値を再設定。 

  
 

 

手順： 

  パラメータ「規定値」 [➙ 4.2 章]および「調整」 [➙ 5.3.5 章]を定義しています。 

1. 作業画面で押してください：  

 規定値を調整するための機能シンボルが表示されます。 

2.  か 、  - 規定値を変更してください。 

 計量装置の規定値が変更されます：  

 ジョブコンピュータは、新しい規定値に基づいて播種を制御します。 

 変更した規定値で 1 分間作業すると、表示が点滅し始めます。 

 

4.9 結果を見る 
 

4.9.1 結果 

「結果」画面では、各製品を散布した量と面積を目にできます。 

作業を開始する前に、この画面のカウンターを削除できます。 

さらに、「製品データベース“ [➙ 5.3 章] 画面で、各製品の結果を見ることができます。 
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機能シンボル 意味 

 

カウンターを削除。 

 

「全結果」画面を呼び出す。 

 

「ジョブリスト」画面を呼び出す。 

  

 

次のカウンターがあります： 

 「面積」 - 機械が作業位置にあった面積。 

 「量」 - 散布した量。 

 「処理面積率」 - 時間あたりの処理面積。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  

 「結果」画面が表示されます。 

 
 

4.9.2 全結果 

「全結果」画面では、ジョブコンピュータが最初に運転開始してからの作業を記録した、カウンターを

目にできます。 

 

次のカウンターがあります： 

 「運転時間」 - ジョブコンピュータが ON になっていた時間。 

 「全時間」 - ジョブコンピュータが散布していた時間。 

 「全距離」 - 処理された距離。 

 「全面積」 - 処理された面積。 

 「処理面積率」 - 時間あたりの処理面積。 

 「全量」 - それぞれの計量装置用。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  >  

 「全結果」画面が表示されます。 

 
 

4.9.3 ジョブカウンター 

ジョブカウンターは、ジョブに関連する結果を記録するために用いられます。このデータは、エクスポ

ートできません。この機能は、ISO-XML を使用せずに作業するユーザーを対象としています。 

最大 30 個のジョブカウンターを使用できます。これらは、いつでも個別に起動または停止できます。 

次のカウンターがあります： 

 「面積」 - 機械が作業位置にあった面積。 

 「量」 - 散布した量。 

 「全時間」 - ジョブコンピュータが散布していた時間。 
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手順： 
 

次のようにジョブカウンターを起動および停止してください： 

1. 作業画面で押してください：  >  

 「ジョブリスト」画面が表示されます。  

2. 「ジョブ」パラメータでジョブを選択するか、新しいジョブを作成してください。 

3. ジョブに別の名前を付けるために、「名前変更」パラメータを使用してください。 

4. このジョブで散布する製品を、「製品」パラメータで選択してください。 

5.  - カウンターを起動してください。 

 ジョブ表記の横に、緑色のシンボルが表示されます。これは、カウンターが起動したことを

意味します。 

6.  - カウンターを停止してください。 

7.  - カウンターを削除することもできます。 

 

4.10 タンクの充填 

作業前にタンクを充填して、タンク内にある種子または肥料の量を入力できます。そうすることによっ

てのみ、作業中に残量を表示できます。 

 

手順： 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) 

 「設定 / タンク」画面が表示されます。 

2. 「タンク充填」を選択します。 

3.  - を押します。 

 「充填 / タンク」画面が表示されます。 

 「残量」パラメータに、現在の推定タンク内量が表示されます。 

4. 希望する量の種子 / 肥料を、タンクに充填してください。  

5. これで、タンク内にある種子 / 肥料の量を入力できます。 

6.  - 充填前のタンクが空の場合は、残量を「0」に設定します。 

7. 「残量」パラメータに追加した肥料の量を、「補充」パラメータに入力してください。タンクを

いっぱいにしたら、代わりに  ボタンを押すこともできます。  

 「残量」パラメータが更新されます。 

 タンクが充填されました。 
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4.11 タンクを空にする 

作業後にタンクに残留物がある場合は、空にできます。 

 

手順： 
 

 播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「排出」画面が表示されます。 

2. 排出する計量装置を選択してください。 

3.  - 排出を開始してください。 

4. 機械で排出を開始してください。機械メーカーの取扱説明書の記載に従ってください。 

 「計算値」パラメータは、これまでに排出された量を示します。 

5. タンクが排出されるまで待ってください。 

6. 機械で排出を終了してください。機械メーカーの取扱説明書の記載に従ってください。 

7.  - 確定してください。 

 

5 ジョブコンピュータを作業用に構成 
 

5.1 ジオメトリの入力 

農業用機器の寸法を表す、一連のパラメータを、私どもはジオメトリと呼んでいます。 

ジオメトリは、GPS 制御で作業が行われる、すべてのシステムにとって特に重要です。 

入力する距離は、農業用機器が牽引されるのか、トラクターに搭載されるのか、あるいは自走式なのか

によって異なります。 

ブームとカップリングの距離を入力する必要があります。 

その際に、機械の軸の中心が、すべての距離において常にゼロ点であることに注意してください。前方

向の寸法は常にプラスで、後方向の寸法は常にマイナスになります。 

たとえば、牽引されるカップリング付き機械には、次の距離があります： 

ブームの距離 
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オフセット Y 

機械の軸の中心から、シードドリルの中心までの距離。 

プラスの値：シードドリルの中心が、軸の中心の右側にあります。 

マイナスの値：シードドリルの中心が、軸の中心の左側にあります。 

 
オフセット X 

機械の軸からシードドリルまでの距離。 

プラスの値：シードドリルが、軸の前にあります。 

マイナスの値：シードドリルが、軸の後ろにあります。 
  

 

カップリングの距離 

 
  

 
オフセット X 

機械の軸からトラクターのカップリングまでの距離。取付機械の場合は、常に「0.00」を入

力しなければなりません。 

プラスの値：トラクターのカップリングが、機械の軸の前にあります 

マイナスの値：トラクターのカップリングが、機械の軸の後ろにあります。 
  
 

手順： 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「ジオメトリ」画面が表示されます。 

 モニター表示では、測定しなければならない寸法と、それらを入力できる場所を目にできま

す。 

2. 測定した値を入力してください。 

 ジオメトリが入力されました。 

さらに、機械で ON と OFF を切り替える際に、それぞれのブームの慣性を入力できます。 

機械の切り替えが遅すぎる場合は、慣性を大きくしてください。 

機械の切り替えが早すぎる場合は、慣性を小さくしてください。 

 
 

5.2 速度ソースの選択と構成 

ジョブコンピュータが現在の速度を得ているソースを入力する必要があります。 

構成プロセスは、速度ソースによって異なる可能性があります。 

 

考えられる速度ソース 
  

ソース 次のように速度ソースを構成してください 

トラクターの速度信号（GPS 受信機信号

またはセンサー） 

トラクターの速度信号を使用 [➙ 5.2.1 章] 

機械に取り付けられたパルス発生式速度

センサー（ホイールセンサーまたはレー

ダー / GPS センサー） 

100m 方式で速度センサーをキャリブレーション [➙ 

5.2.2 章] 

シミュレートされた速度 シミュレートされた速度を入力 [➙ 5.2.3 章] 
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5.2.1 トラクターの速度信号を使用 

一部の機械には速度センサーが取り付けられていません。代わりに速度信号が、ISOBUS ケーブルを介

して、トラクターから機械のジョブコンピュータに送信されます。 

 

手順： 
 

  播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「キャリブレーション / 速度」画面が表示されます。 

2.  - を押します。 

 「速度ソース」パラメータに、「トラクター」の値が表示されます。 

3.  - 確定します。 

 
 

5.2.2 100m 方式で速度センサーをキャリブレーション 

速度センサーを 100 m 方式でキャリブレーションすると、速度センサーが 100 m の距離で受信するパ

ルス数が検出されます。パルス数が分かれば、ジョブコンピュータが現在の速度を計算できます。 

速度の検出には、GPS 速度センサー（13,000 パルス / 100 m）による走行速度の検知を推奨します。 

最初のキャリブレーション後、「キャリブレーション係数」パラメータの値として、パルス数を手動で

入力できます。 

 

手順： 
 

  播種は停止しています。 

1. 機械を圃場に乗り入れてください。 

2. 地面にタイヤの位置をマークしてください。たとえば、石を用いてください。 

3. 100 mの直線距離を測定し、その終端をマークしてください。 

4. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「キャリブレーション / 速度」画面が表示されます。 

5.  - を押します。 

 「速度ソース」パラメータに、「作業装置」の値が表示されます。 

6.  - 機械に 2 つの速度ソースが取り付けられている場合、オプションで「作業装置（2）

」の値に切り替えてください。 

7.  - 「キャリブレーション」画面を呼び出してください。 

 「キャリブレーション」画面が表示されます。 

8.  - キャリブレーションを開始してください。 

9. マークした距離を走行してください。 

 走行中、カウントされたパルスは、「パルス数」のフィールドに表示されます。 
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10.  - 目的地に到着したら、押します。 

 キャリブレーションが終了します。 

 
 

5.2.3 シミュレートされた速度を入力 

センサーの機能が正しいか検査するために、速度をシミュレートできます。 

  

 

 

注 

作業中の機械による負傷 

機能がアクティブになっていれば、通常は走行中にのみアクティブにで

きる機能を、停止中の機械でドライバーがアクティブにできます。これ

により、機械の近くにいる人が負傷する可能性があります。 

 機械の近くに誰もいないことを確認してください。 
 
 

 

手順： 

  播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「キャリブレーション / 速度」画面が表示されます。 

2.  - を押します。 

 「速度ソース」パラメータに、「シミュレーション」の値が表示されます。 

3. 「シミュレートされた速度」パラメータに、シミュレートする速度を入力してください。 

4.  - 確定します。 

 希望する速度がシミュレートされます。 

 ジョブコンピュータを再起動すると、シミュレートされた速度は自動的に値「0」にセット

されます。 

 
 

5.3 製品の構成 

作業に用いるすべての製品を、製品データベースで構成できます。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「製品データベース」画面が表示されます。 

2. 構成したい製品を選択してください。 

3. パラメータを構成してください。 

 製品が構成されました。 

さらに、「製品データベース」画面では、各製品の結果も目にできます。 
 

5.3.1 「製品」パラメータ 

希望する製品を選択してください。 
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5.3.2 「名前変更」パラメータ 

製品を識別するための、名前または番号を入力してください。 
 

5.3.3 「製品タイプ」パラメータ 

製品タイプを入力してください。作業画面に表示されるシンボルは、選択した製品タイプによって異な

ります。 

必ずひとつの製品タイプを選択しなければなりません。 

 「未定義」 

 「種子」 

 「固形肥料」 

5.3.4 「メモ」パラメータ 

オプションで、製品のメモを入力してください。 
 

5.3.5 「調整」パラメータ 

散布中に手動で変更する場合に、規定値を何パーセントずつ変更するか入力してください。 
 

5.3.6 「ギア比」パラメータ 

ここには、モーターとシードシャフト間のギア比を入力できます。 

 

注意！ 

「ギア比」パラメータは、常に 1/1に設定しなければなりません！ 

 
 

5.3.7 「ファン回転数 規定値」パラメータ 

ここには、（電動）ファンの規定回転数を入力できます。 
 

5.3.8 「ファン回転数 許容範囲」パラメータ 

製品が散布され続ける、ファン回転数の許容範囲の高低を、製品ごとに入力してください。許容限界を

超えたり、下回った場合、アラームメッセージが表示されます。 
 

5.3.9 「充填レベルのアラームしきい値」パラメータ 

アラームが表示される、タンクの充填レベルを選択してください。 

次のアラームしきい値が可能です： 

 「低 / 空」：「タンクの充填レベルが低い。」および「タンクが空。」のアラームがアクティブ

です。 

 「空」：「タンクが空。」のアラームのみがアクティブです。 

 「非アクティブ」：充填レベルのアラームは、すべて非アクティブです。 

 

注意！ 

「充填レベルのアラームしきい値」パラメータは、充填レベルセンサーが取り付けられている

か否かに関わらず、常に「低 / 空」または「空」に設定し続けなければなりません。 

 
 

5.3.10 「偏差許容範囲」パラメータ 

アラームが発せられる、規定値からの偏差を、製品ごとに入力してください。 

左の値は上方向の偏差を、右の値は下方向の偏差を意味します。 
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5.4 製品のキャリブレーションデータを表示 

製品データベースから、キャリブレーション・テストで検出されたキャリブレーションデータを、すべ

ての製品で表示できます。 

 

手順： 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  >  

 「キャリブレーションデータ」画面が表示されます。 

2. キャリブレーションデータを表示したい製品を、関連する計量装置と共に選択してください。 

 それぞれの製品のキャリブレーションデータを目にできます。 

3.  - それぞれの製品のキャリブレーションデータを削除することもできます。 

 
 

5.4.1 「キャリブレーション係数」パラメータ 

この機能がアクティブになっている場合にのみ、キャリブレーション係数を編集できます。それ以外の

場合は、キャリブレーション・テストで検出された値が常に表示されます。 
 

5.4.2 「作業速度」パラメータ 

キャリブレーション・テストで設定された値が表示されます。 
 

5.4.3 「規定値」パラメータ 

キャリブレーション・テストで設定された値が表示されます。 

 
 

5.5 製品をタンクに割り当て 

「設定 / タンク」画面で、タンクに製品を割り当てる必要があります。次のパラメータがあります： 

 「タンク」：現在選択しているタンクを定義。 

 「割り当て製品」：どの製品をタンクに割り当てるかを定義。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) 

 「設定 / タンク」画面が表示されます。 

2. パラメータを構成してください。 

 
 

5.6 作業位置を構成 

「設定」画面で、どこからジョブコンピュータが作業位置に関する情報を受け取るかを選択しなければ

なりません。 

 「トラクター」 

 機械の作業位置センサーから：選択できるセンサーは、機械の特定コンポーネントのスイッチを

切り替えます。 

 「いいえ」：ジョブコンピュータは、デフォルトでは常に作業位置にあります。その際ジョブコ

ンピュータは、作業位置に関する外部情報を受け取りません。 
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手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) 

 「設定」画面が表示されます。 

2. 「作業位置」パラメータを構成してください。 

 
 
 
 

 

5.7 仮想端末（VT）とタスクコントローラー（TC）の選択 

複数の端末または複数のタスクコントローラーを使用している場合は、どれを使用するかそれぞれ選択

できます。 

ジョブコンピュータは起動後に、使用する端末をユーザーが標準に設定しているかどうかを確認します

。設定されていない場合、「優先 VT 待ち時間」および「優先 TC 待ち時間」のパラメータに設定され

た時間が経過するのを待ってから、ジョブコンピュータは別の端末への接続を確立します。 

 

手順： 
 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

2. 使用する仮想端末（VT）を選択してください。 

3. 使用するタスクコントローラー（TC）を選択してください。 

4.  - 確定してください。 

 仮想端末とタスクコントローラーが選択されました。 

 

5.8 タンク容量の設定 

  播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「設定」画面が表示されます。  

2. 「設定 / 作業装置」画面で押してください：  

3. タンクに入れられる、最大量を入力してください。 

 

  

トラクター ISOBUS 

作業位置センサー 1 
グラウンドスイッチング式リフトセンサ

ー 

作業位置センサー 2 
ポジティブスイッチング式リフトセンサ

ー 
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5.9 事前計量時間の設定 

  播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「設定」画面が表示されます。  

2. 「設定 / 作業装置」画面で押してください：  >  

3. 希望するパラメータを入力してください。 

過剰計量継続時間： 計量装置を ON にした直後に、過剰計量が続く時間を入力してください。 

事前運転時間： 事前運転機能が有効になっている場合に、計量装置が事前運転する時間を入力

してください。この時間内に作業を開始すると、ジョブコンピュータが制御を行います。この時

間内に作業を開始しないと、この時間後に計量装置ドライブが OFF になります。 

 

5.10 ファン回転数センサー（圧力センサー）の設定 

「運転開始」の説明に従って、ファン回転数センサーが取り付けられているか設定してください。  

 

正しい回転数表示を得るには、取り付け位置で区別する必要があります。センサーが油圧ファンのハウ

ジング内に取り付けられている場合、1 回転あたり 2 パルスの標準設定が正しく、それ以上の設定を行

う必要はありません。  

 

センサーが油圧モーターに直接ネジ固定されている場合、センサーは 1 回転あたり 5 パルスを発信しま

す。したがって、設定を変更する必要があります： 

 

手順： 

次のように構成を行ってください： 

 散布は停止しています。 

 機械は、油圧ファンと回転数センサー付きで構成されています 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「設定」画面が表示されます。 

2.  - パスワード入力を開きます。 

3. パスワードを入力してください。パスワードは「456123」です。 

 そうすると、他のパラメータも目にできます。 
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4.  ファンを選択してください 

5.  回転数センサーを選択してください。 

6.  回転数センサー 4 を選択してください。 

7. 分解能を 1 回転あたり 2 パルスから 5 パルスに変更してください。 

8. 入力を確定して、メニューを終了してください。 

 
 

6 トラブルシューティング 

6.1.1 診断画面 

診断画面には、制御モジュールで送受信される信号が表示されます。 

 
 

6.2 診断 
 

6.2.1 標準診断の実行 

標準診断では、すべてのピンの測定値を読み取ることができます。さらに、ジョブコンピュータの機能

が希望どおりに機能するかテストできます。 

診断では、次の画面を目にできます： 

 
  

 
特定の機能を表す数字。 

 
接続されたケーブルコア。この章では、

略語の意味を説明します。 

 
パラメータと測定値   

  

  

機能シンボル 意味 

 

「バージョン番号」画面を呼び出す。[➙ 6.2.2 章] 

 

現在の測定値を「0」にセットする。 

 

次の機能を呼び出す。 
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手順： 

  播種は停止しています。 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  

 「診断」画面が表示されます。 

 画面では、個々の機能の測定値と可能な設定を目にできます。 

 

診断画面に表示される信号 / センサーの概要： 

信号 入力 / 出力の番号 ME 機能番号 

シードシャフト MAB 3 機能 0 

ファン MAB 1 機能 12 

ファン回転数センサー MA 10 機能 13 

ホイールセンサー MA 2 機能 16 

ネガティブスイッチング式リフト

センサー 
MA 8 機能 31 

ポジティブスイッチング式リフト

センサー 
MA 4 機能 32 

充填レベルセンサー MA 6 機能 35 

キャリブレーションスイッチ MA 14 機能 43 

レーダー / GPS センサー MA 7 機能 103 

 
 

6.2.2 バージョン番号のチェック 

手順： 

次のようにバージョン番号をチェックしてください： 

1. 作業画面で押してください：  >  > ( ) >  >  

 「バージョン番号」画面が表示されます。 

 すべてのバージョン番号が表示されます。 
  

バージョン番号 意味 

シリアルナンバー ジョブコンピュータのシリアルナンバー 

HW バージョン ジョブコンピュータのハードウェアバージョン 

SW（初期） 納入されたジョブコンピュータのソフトウェアバージョン 

SW（現在） 現在のジョブコンピュータのソフトウェアバージョン 

作成日 ソフトウェアが作成された日付 

プールバージョン テキストと画像を含むプールのバージョン 

油圧バージョン 油圧構成のバージョン 

CL バージョン MA マスター・ジョブコンピュータのコントロール・レイヤー構成のバージ

ョン 

CL バージョン S スレイブ・ジョブコンピュータのコントロール・レイヤー構成のバージ

ョン 
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6.3 アラームメッセージ 
 

6.3.1 ISO アラーム 

アラームメッセージの概要 
  

ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

001  システムが停止しました。

再起動が必要です。 

スレイブ・ジョブコンピュー

タへの接続が中断されました

。 

ダウンロードマネージャーが

アクティブにされました。 

ジョブコンピュータを再起動

してください。 

002  構成が変更されました。ジ

ョブコンピュータが再起動

します。 

構成が変更されました。 ジョブコンピュータが再起動

するまで待ちます。 

003  入力が大きすぎる。 入力した値が大きすぎます。 もっと小さな値を入力してく

ださい。 

004  入力が小さすぎる。 入力した値が小さすぎます。 もっと大きな値を入力してく

ださい。 

005  フラッシュまたは EEPROM 

でのデータの読み取りまた

は書き込みの際のエラー。 

ジョブコンピュータの起動中

にエラーが発生しました。 

ジョブコンピュータを再起動

してください。 

006  データは正常に受け入れら

れました。 

  

007  構成でエラーを検出。 構成が正しくありません。 構成をチェックしてください

。 

008  ISOBUS-TC アプリケーシ

ョンでジョブがアクティブ

になっている間、プロセス

は許可されません。 

ISOBUS-TC アプリケーショ

ンでジョブがアクティブにな

っています。 

ジョブを非アクティブにして

ください。 

009  CAN バスの速度信号を喪失

。 

ケーブル接続が切断されまし

た。 

ケーブル接続をチェックして

ください。 

010  コントロール・レイヤー構

成の初期化中のエラー。 

コントロール・レイヤーが正

しく構成されていません。 

構成を点検してください。 

011  複数の端末が同一番号。 ISOBUS に、同一番号（ファ

ンクションインスタンス）を

持つ端末が複数あります。 

端末内の番号（ファンクショ

ンインスタンス）を変更して

ください。 

012  複数の TASK コントローラ

ーが同一番号。 

ISOBUS に、同一番号を持つ 

TASK コントローラーが複数

あります。 

番号を変更してください。 

013  ジョブリストがいっぱい。 ジョブリストにあるジョブが

多すぎます。 

不要になったジョブデータを

削除してください。 

014  製品の変更により、内部ジ

ョブの記録が停止。 

内部ジョブの記録中に製品が

変更されました。 

元の製品を選択してください

。 



  

  

APV – Technische Produkte GmbH オリジナル取扱説明書 ISOBUS 制御モジュール 27 ページ 

ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

015  別の製品が割り当てられて

いたため、ジョブを開始で

きませんでした。 

タンクの構成で割り当てられ

たものとは異なる製品が、ジ

ョブに含まれています。 

どちらが正しい製品かチェッ

クし、ジョブまたはタンクへ

の割り当てを修正してくださ

い。 

043  データセットがすでに存在

。 

同一のデータセットがすでに

存在します。 

データセットをチェックする

か、名前を変更してください

。 

044  エラーのあるデータセット

。 

データセットにエラーがあり

ます。 

データセットをチェックして

ください。 

045  データセットが見つからな

い。 

選択したデータセットが見つ

かりません。選択した製品の

キャリブレーション・テスト

が、まだ実行されていません

でした。 

別のデータセットを選択する

か、選択した製品のキャリブ

レーション・テストを実行し

ます。 

046  ループオーバーフロー。 データベースと機械の間にコ

ンフリクトが発生しました。 

データセットをチェックして

ください。 

047  データベースがいっぱい。 データベースがいっぱいです

。 

新しいデータセットを保存で

きるように、まず 1 件のデ

ータセットを削除してくださ

い。 

060  入力が受け入れられません

。値が修正されました。 

ブームの幅が、割り当てられ

たブームセクションで分割で

きません。 

ブームの幅とブームセクショ

ンの数をチェックしてくださ

い。 

 

6.3.2 制御アラーム 

アラームメッセージの概要 
  

ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

400  構成されたファン規定回転

数が無効です。製品：xxxx

。 

設定された規定回転数が、そ

れぞれの製品におけるファン

ドライブの、指定された限界

を超えています。 

製品の規定回転数の最小限界

と最大限界を変更してくださ

い。 

401  ファンの回転が遅すぎる。 現在のファン回転数は、「フ

ァン回転数 許容範囲」パラメ

ータで指定された値より低く

なっています。 

ファン回転数を上げるか、許

容限界を変更してください。 

402  ファンの回転が速すぎる。 現在のファン回転数は、「フ

ァン回転数 許容範囲」パラメ

ータで指定された値よりも高

くなっています。 

ファン回転数を下げるか、許

容限界を変更してください。 

403  圧力が高すぎる。 リニアセンサーの圧力が、「

最大値」パラメータの値を上

回っています。 

圧力を下げるか、「最大値」

パラメータを変更してくださ

い。 
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ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

404  圧力が低すぎる。 リニアセンサーの圧力が、「

最小値」パラメータの値を下

回っています。 

圧力を上げるか、「最小値」

パラメータを変更してくださ

い。 

405  作業位置に達しなかったた

め、計量が停止しました。

機械を上げてください。 

機械が作業位置にありません

。 

機械を上げてください。 

406  機械が完全に上がっていな

かったため、計量が停止し

ました。機械を上げてくだ

さい。 

機械が完全に上がりませんで

した。 

機械を上げてください。 

407  計量ドライブが静止してい

る。 

現在の計量ドライブ回転数が

、最低回転数よりも低くなっ

ています。 

直ちに停止してください！ 

原因を解決してください。 

408  計量シャフトが静止してい

る。 

計量シャフトの回転数センサ

ーが、計量シャフトの動きを

記録しません。 

直ちに停止してください！ 

原因を解決してください。 

410  計量ドライブが制御範囲外

。 

現在の計量ドライブ回転数が

、設定された回転数よりも高

いか低いです。 

走行速度を遅くするか速くす

るか、あるいはもっと大きな

計量ローターを取り付けてく

ださい。 

411  計量ドライブが規定値を維

持できません。 

走行速度が速すぎるか遅すぎ

ます。現在の速度では規定値

に達することができません。 

ジョブコンピュータが散布量

を調整できるように、走行速

度を遅くするか速くしてくだ

さい。 

412  重大なエラーにより、アプ

リケーションが停止。 

別のエラーが発生しました。

このエラーは、常に別のエラ

ーとの組み合わせで表示され

ます。 

関連するエラーを解決してく

ださい。 

413  走行速度が速すぎたため、

アプリケーションが停止。 

走行速度が速すぎます。 走行速度を落としてください

。 

414  機械が完全に上がっていな

かったため、計量が停止。

機械を上げてください。 

機械が完全に上がりませんで

した。 

機械を上げてください。 

415  ファンの回転が速すぎる。

計量が停止しました。 

現在のファン回転数は、「最

大回転数 / 分」パラメータの

値よりも高くなっています。 

ファン回転数を下げるか、フ

ァンの「最大回転数 / 分」パ

ラメータを変更してください

。 
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ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

416  ファンの回転が遅すぎる。

計量が停止しました。 

現在のファン回転数は、「最

小回転数 / 分」パラメータの

値よりも低くなっています。 

ファン回転数を上げるか、フ

ァンの「最小回転数 / 分」パ

ラメータを変更してください

。 

 

6.3.3 機械固有のアラーム 

アラームメッセージの概要 
  

ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

602  接続を喪失。 ERC モジュールへの接続が失

われました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

603  接続が不良。 ERC モジュールへの接続が不

良です。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

604  供給電圧が低すぎる。 ERC モジュールの供給電圧が

低すぎます。 

供給電圧をチェックし、車両

のバッテリーをチェックして

ください。 

605  短絡 ERC モジュールに短絡があり

ます。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

606  開負荷回路 ERC モジュールで開負荷回路

が検出されました。 

ケーブルをチェックし、シャ

ットオフクラッチがあるかチ

ェックしてください。 

607  ERC モジュールでエラーを

検出。 

構成が正しくありません。 入力と出力の構成をチェック

してください。 

608  シードフローを不検出。 シードフロー監視システムが

、シードフローを検出しませ

んでした。 

シードフロー監視システムを

チェックしてください。 

609  シードフローを検出。 トラムラインでシードフロー

が発生しました。 

トラムラインスイッチをチェ

ックしてください。 

611  タンクの充填レベルが低い

。 

タンク内に、種子または肥料

がほとんどありません。 

タンクを充填してください。 

612  タンクが空。 タンク内に種子または肥料が

ありません。 

タンクを充填してください。 

613  ブームセクションを切り替

える際のタイムアウト。 

左側ブームセクションの切り

替えに時間がかかりすぎます

。 

何か引っ掛かっていないかチ

ェックしてください。 

617  充電器が故障。 充電器オルタネータが故障し

ています。 

充電器オルタネータをチェッ

クしてください。 
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ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

618  アクティブな列で、製品フ

ローを不検出。 

アクティブな列で、製品フロ

ーが検出されませんでした。 

製品フローをチェックしてく

ださい。供給ラインが詰まっ

ている可能性があります。 

619  アクティブな列で、過多な

製品フローを検出。 

アクティブな列で、過多な製

品フローが検出されました。 

キャリブレーションをチェッ

クしてください。 

620  アクティブな列で、過少な

製品フローを検出。 

アクティブな列で、過少な製

品フローが検出されました。 

キャリブレーションをチェッ

クしてください。 

621  この製品のデータセットが

ない。 

それぞれの製品のキャリブレ

ーション・テストが、まだ実

行されていません。 

この製品を用いて作業する前

に、キャリブレーション・テ

ストを実行してください。 

622  キャリブレーションボタン

がアクティブ。 

キャリブレーション画面が呼

び出される前に、キャリブレ

ーションボタンがアクティブ

になりました。 

キャリブレーションボタンを

放してください。 

630  接続を喪失。 MRC モジュールへの接続が失

われました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

631  未定義のモジュールインデ

ックス。 

ソフトウェアエラーが発生し

ました。 

カスタマーアドバイザーに連

絡してください。 

636  事前計量で種子なし。 事前計量で種子が検出されな

かったか、検出された種子が

少なすぎました。 

種子が十分にあることを確認

してください。 

638  モーターが静止。 MRC モーターが静止していま

す。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

639  電力消費が多すぎる。 MRC モーターが必要とする電

力が多すぎます。 

何か引っ掛かっていないかチ

ェックしてください。 

640  回転数に未到達。 MRC モジュールが必要な回転

数に達していません。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。播種ユニットをチェッ

クしてください。 

641  電源電圧が低すぎる。 MRC モジュールの電源電圧が

低すぎます。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

642  電子機器電圧が低すぎる。 MRC モジュールの電子機器電

圧が低すぎます。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

643  センサー電圧が低すぎる。 MRC モジュールのセンサー電

圧が低すぎます。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

650  接続を喪失。 AIRidium® センサーへの接続

が切断されました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 
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ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

651  未定義のモジュールインデ

ックス。 

AIRidium® モジュールでエラ

ーが発生しました。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

660  接続を喪失。 CAN リピーターへの接続が切

断されました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

663  電圧過少。 電圧が、事前設定された最小

供給電圧よりも低くなってい

ます。 

ケーブルと電圧供給をチェッ

クしてください。 

664  PLANTirium® センサーでエ

ラーを検出。汚染度が高す

ぎます。 

センサーが汚れています。選

択した製品と感度が一致しま

せん。 

センサーの清掃および / また

は製品の感度変更を行ってく

ださい。 

665  PLANTirium® センサーでエ

ラーを検出。センサー送信

機が故障。 

センサーの送信機が故障して

います。 

センサーのケーブルをチェッ

クしてください。 

666  PLANTirium® センサーでエ

ラーを検出。供給電圧が過

少。 

最小供給電圧を下回りました

。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

667  PLANTirium® センサーでエ

ラーを検出。LIN バス通信

エラー。 

LIN バス通信エラーが発生し

ました。センサーが、LIN バ

スからメッセージを受信しま

せん。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

668  作業速度が速度範囲外。 作業速度が速すぎるか遅すぎ

ます。 

キャリブレーション・テスト

で検出した速度範囲内である

ことを確認してください。 

669  PLANTirium® センサーでエ

ラーを検出。接続を喪失。 

PLANTirium® センサーへの接

続が切断されました。 

センサーのケーブルをチェッ

クしてください。 

670  シードフローシステムのエ

ラー。エラー：センサー： 

シードフロー監視システムで

エラーが発生しました。 

シードフロー監視システムを

チェックしてください。 

671  シードフローシステムのエ

ラー。 

シードフロー監視システムで

エラーが発生しました。 

シードフロー監視システムを

チェックしてください。 

672  非アクティブな列で、製品

フローを検出。 

非アクティブな列で、製品フ

ローが検出されました。 

OFF になっているかチェッ

クしてください。 

680  接続を喪失。 監視 / 制御モジュールへの接

続が切断されました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

681  未定義のモジュールインデ

ックス。 

構成されていない監視 / 制御

モジュールが見つかりました

。 

構成または接続されているモ

ジュールの数をチェックして

ください。 

686  供給電圧が低すぎる。 監視 / 制御モジュールの供給

電圧が低すぎます。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 
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ID アラームテキスト 考えられる原因 考えられる解決策 

688  規定値を維持できない。コ

ールタ圧 

リニアドライブに必要な規定

値に達していません。 

リニアドライブに詰まりがな

いかチェックしてください。 

689  規定値を維持できない。作

業深度 

リニアドライブに必要な規定

値に達していません。 

リニアドライブに詰まりがな

いかチェックしてください。 

690  CAN リピーターでエラーを

検出。5V - 電圧が正しくあ

りません。 

CAN リピーターが故障してい

ます。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

691  CAN リピーターでエラーを

検出。3.3V - 電圧が正しく

ありません。 

CAN リピーターが故障してい

ます。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

692  CAN リピーターでエラーを

検出。2.5V - 電圧が正しく

ありません。 

CAN リピーターが故障してい

ます。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

693  CAN リピーターでエラーを

検出。12 VE - 電圧が正しく

ありません。 

電子機器電圧源が正しくあり

ません。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

694  CAN リピーターでエラーを

検出。12 VL - 電圧が正しく

ありません。 

電源電圧源が正しくありませ

ん。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

695  CAN リピーターでエラーを

検出。AD 変換エラー。 

CAN リピーターが故障してい

ます。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

696  CAN リピーターでエラーを

検出。アドレス割り当てエ

ラー。 

アドレス学習プロセス中にエ

ラーが検出されました。 

ケーブルをチェックしてくだ

さい。 

697  CAN リピーターでエラーを

検出。パラメータブロック

のエラー。 

CAN リピーターが故障してい

ます。 

カスタマーサポートに連絡し

てください。 

698  ログファイル転送の開始。

完了したらメッセージ。 

  

699  ログファイル転送の完了。   
  
 

 

6.4 互換性 
 

6.4.1 端末とジョブコンピュータ間の互換性 

アプリケーションの起動後に次のシンボルが表示される場合、端末はジョブコンピュータと互換性があ

りません： 
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ジョブコンピュータを用いて作業するには、別の端末が必要です。 

 

端末は、次の理由でジョブコンピュータと互換性がない可能性があります： 
  

ID 意味 

018  未定義のエラーがあります。 

019  端末に十分なメモリがありません。 

020  機能シンボルの幅の解像度が低すぎます（60 ピクセル未満）。 

021  機能シンボルの高さの解像度が低すぎます（32 ピクセル未満）。 

022  物理的または仮想の機能シンボルの数が少なすぎます（8 未満）。 

023  端末が 256 色の色深度をサポートしていません。 

024/025  画面用の端末の解像度が低すぎます（200 ピクセル未満）。 

026  入力と出力の構成にエラーがあります。 
  
 

 

6.4.2 ISOBUS 端末との互換性 

各ソフトウェアバージョンの、様々な ISOBUS 端末との互換性を示す表は、当社ウェブサイトの互換性

リストにあります。 
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