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ダウンロード

Google PlayはGoogle Inc.の商標です。 

ソフトウェア



5

概要

12ボルト

GPS（Com 3 GPS / CAN）

WiFi通信

CALIBRATOR FREEコンセプトは、意図したとおりに正しく動作するよう設定する必要があります。 

キャリブレーター ZURFはインテリジェントユニットで、FREEアプリケーションは内蔵GPSコントロール付きの
ワイヤレスユーザーインターフェイスです。.

ハードウェア
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COM1 [直接]
COM2 [Yスプリット]
GPS（Com 3 GPS / CAN）

GPS受信機の接続に使用されます。

CALIBRATOR ZURFと2つのシリアルユニットと同時に通信するために
使用されます。.
Yスプリッターは外部ユニットが、キャリブレーターZURFに直接接続さ
れているかのように動作するように設計されています。

CALIBRATOR ZURF RS232シリアルプラグとの直接通信に類似していま
す。.

GPS（Com 3 GPS / CAN）

COM2 [Yスプリット]

COM1 [直接]

COMポート

COM接続

概要

iZURF

iZURFコミュニケーションモジュール
キャリブレータZURFへの取り付けブラケット
キャリブレータZURF用のシリアルRS232 
電源（12V DC〜5C DC）
電源とソフトウェアのアップデート用USB接続
電源用USBケーブル
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* MACアドレスはWiFiモジュールのアドレスです。

電源

コンバータの電源は、5V DC 3000 mAです。

コンバータを常に使用してください。

iZURFの電源が正しく供給されないと、タブレット-PCとキャリブレー
ター ZURF間の通信が時折切断します。

iZURFは直接12V DCに接続しないでください。
これにより、保証の対象外となる故障が発生することがあります。

iZURFはホットスポットを作成します。 IDは工場出荷時に定義されており、変更することはできません。 
IDは次のように定義されます：iZURF- [MACアドレスの最後の4桁*]例：iZURF-0C9F

WiFiモジュールは規準に準拠しています： 
2.4GHzの IEEE802.11b / gトランシーバー

WiFiアンテナはiZURF内部に配置されており、アンテナの近くにある金
属に干渉する可能性があります。内部アンテナ/ iZURFモジュールは、金
属がiZURFとタブレット間の通信を妨げないように設置してください。
通信が周期的に切断される場合は、金属がWiFi信号を妨げるか、あるい
は反射するからかもしれません。

（タブレット接続用の）内部WIFIアンテナは、ステンレス取り付けブラ
ケットの斬り込みの後ろにあります 。

iZURFとタブレットが接続されると、ディスプレイに次のように通信が
表示されます。 

ホットスポット

WiFiアンテナ

iZURF 
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*

GPSアンテナ
U字ブラケット

* BOGBALLEによって供給された場合

構成
プラグ：DB9-メス
緑（TX）ピンNo.２
白（RX）ピンNo. 3
赤（+ 5V）ピンNo. 4
黒（GND）ピンNo. 5
保護カバー 

ボーレート：38400
EGNOS対応
パリティなし
データビット：8
ストップビット：1
NMEA文字列：GGA 4 Hz
転送速度：4-5 Hz

外部のGPSレシーバーからの位置信号は、iZURFのCOM3 [GPS / CAN]でのシリアル接続でのみ接続可能です。

接続

概要

GPSアンテナ
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iZURFを選択してください。

言語を選択してください。

接続を確認してください。

オプション

「OK」を選択してコンファ
ームしてください         

[ホットスポット]を選択して
ください。

「選択を記憶する」にチェック
を入れると、iZURFが記憶され
ます。

iZURFアイコンが表示され、
スクリーンの数値がお客様の  
キャリブレータZURFと同期し
ているか確認してください。

[好きな言語]を選択してくださ
い。
言語を3秒以内に選択しない場
合は、最後に優先した言語を自
動的に読み込みます。

WiFi接続
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グラフィックフィールド領域（左側）

グラフィックの概要
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全画面表示 
ズームイン
ズームアウト
フィールド名
ガイドラインの距離
セクション
直線のABガイダンス
GPS信号
カーブしたABガイダンス
自動オン/オフ
実際の縮尺
フィールドメニュー

グラフィックフィールドエリア - 説明

グラフィックの概要
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手動ユーザーインターフェース（右側）

概要
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キャリブレータFREEヘッドライン
ソフトウェアバージョン
IZURF / WiFi接続済み
iZURFアドレス
FREEアプリケーションを終了
ホッパーの内容量
残りの距離
残りの面積
有効なフィールドナンバー
メニュー
プラス
平均量
散布した面積
ESC  -  0％ - 偏差
実際の数量
偏差の％
マイナス
速度
PTO回転数
入力値
キャリブレーション値
キャリブレーション値からの偏差％ 
ヘルプ
スタート/ストップ
境界線起点散布
シャッターを完全に開く
フローのキャリブレーション
投入
くさび散布　左側
くさび散布　右側

概要

手動ユーザーインターフェース - 説明
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全画面表示

概要
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全画面表示 - 説明

分割画面表示
ズームアウト
ズームイン
フィールド名
ガイドラインの距離
キャリブレータFREE「ヘッドライン」
ソフトウェアバージョン
IZURF / WiFi接続済み
iZURF ID
セクション
直線のABガイドライン
GPS信号
曲線のABガイドライン
自動オン/オフ
実際の縮尺
ヘッドアップディスプレイ
実際の数量
ホッパーの内容量

キャリブレーション値
キャリブレーション値からの偏差％ 
速度
フィールド選択

概要
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ボーレート

GPS設定

接続しているGPSアンテナ用の
ボーレートを選択します。
ボグボールの GPSアンテナで
は、ボーレートは38400です。

 「メニュー」を選択します。

[設定]を選択します。

「GPS設定」を選択します。
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=

=

=

=

DxとDyは、スプレッダーの中心か
ら10cmの間隔でのアンテナ補正を
定義します。
Dxは横へ、Dyは前に。
正しいアンテナ位置になるまで、[ 
- ]または[+]をクリックします （緑
の点は位置を反映しています）。

GPSの精度

GPSアンテナへの接続が失われました。

精度が不十分。  
自動セクションコントロールが切れており、スプレッダーを手動で操作/制御しなければなりま
せん。

大気の擾乱や物理的な物体により、使用可能な衛星の数が4から6ユニットに減少し、精度が低
下しています。

実際のGPSシステムにとって最高の精度。  
10個以上の衛星が位置の精度を提供しています。

アンテナの補正

GPS設定

「OK」を選択してコンファ
ームしてください         
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メールアドレス

[設定]を選択します。

「OK」を選択してコンファ
ームしてください         

メールアドレスを入力
します。

「ユーザーデータ」を選択します。

ユーザー設定

「メニュー」を選択します。
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初期設定

セットアップフォルダ

「フォルダ名」を入力してください。

指定したフォルダを選択
してください。 
A、B、CまたはD

「編集」を選択してフォル
ダ名を変更してください。

[新しいフォルダを選択]を
選択します。

[OK]を選択します。

「入力」を選択してください。
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=

=

=

A

I

U

初期設定

新しいフィールドを設定してください。

有効なフィールド

アクティブでない/一時停
止のフィールド
未使用のフィールド

フィールドを選択します。 

[フォルダから新しいフィール
ドを選択]を選択します。

「入力」を選択してください。

「OK」を選択してコンファームし
てください。

以下を入力または編集します。

• フィールド名
• 肥料の名称
• 数量
• キャリブレーション値
• 散布幅
• 計画した面積
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フィールド値

「OK」を選択してコンファームし
てください         

散布幅（M）を入力してください 
注意： 小数点は自動的に設定されま
す。

「入力」を選択してください。

キャリブレーション値（Kg)

数量（Kg / Ha）

散布幅

「OK」を選択してコンファーム
してください         

「OK」を選択してコンファーム
してください         

「 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン 値
（ K g ） 」 を 選 択 し ま す 。 
注意： 小数点は自動的に設定されます。

「入力」を選択してください。

「入力」を選択してください。

「入力」を選択してください。

数量（Kg / Ha）を入力してください。 
注意： 小数点は自動的に設定されま
す。

フィールドでの操作
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アクティブフィールドの数
値をリセットします。

[アクティブフィールド]を選択
します。

「入力」を選択してください。

「実現した数値のリセット」を
選択して、アクティブフィール
ドでの以下の数値をリセットし
ます。

• 実現した数量
• 実現した面積
• 実現した総量
• スプレッダーの稼働時間

フィールドでの操作



23

アクティブフィールドの
数値を修正します。

「OK」を選択してコンファー
ムしてください。

以下を入力または編集します。

• フィールド番号
• 肥料の名称
• 数量
• キャリブレーション値
• 散布幅
• 計画した面積

[アクティブフィールド]を選択
します。

「入力」を選択してください。

フィールドでの操作
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新しいフィールド
を開始します。

「OK」を選択してコンファー
ムしてください。

「現在のフィールドで実現した
数値をリセットする」をマーク
して、そのフィールドで実現
した数値をすべてリセットし
ます。

オプション
フィールドに名前を付けること
ができます。

「新しいフィールドを開始」を
選択します。

フィールドでの操作
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フィールドを終了します。

フィールドの散布が完了した
ら、「フィールドの停止」を選
択します。

同じフィールドを今、散布継続
したい場合は、[No－フィールド
を一時停止]を選択します。

同じフィールドを後で散布継続し
たい場合は、[フィールドを一時停
止]を選択します。

「既存のフィールドを継続する」 
 -  26ページを参照

「フィールドの終了」を選択
します。

「レポートの作成方法」 
 -  28ページを参照

フィールドでの操作
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フィールドを削除

既存のフィールドを続行

フィールドを再開する

「フィールドを削除」を選択し
ます。

削除したいフィールドを選択
します

「フィールドを再開する」を選
択します。

フィールドを開く

閉じたフィールド

=

=

フィールドを開く

閉じたフィールド

=

=

「このフィールドを続行」を選
択します。

開きたいフィールドを選択します

再開したいフィールドを選択
します 

「既存のフィールドを続行す
る」を選択します。

フィールドでの操作
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*

*

レポートを作成して終了します。

レポートの作成

次回タブレットをインターネッ
トに接続し、アプリを再度開く
と、すべてのレポートが電子メ
ールごとに送信されます

次回タブレットをインターネッ
トに接続し、アプリを再度開く
と、すべてのレポートが電子メ
ールごとに送信されます

ご注意ください。

レポートを作成して電子メール
で送信します。 
 
これにより、フィールドのレポ
ートが作成され、タブレットに
はpdfファイルとcsvファイルが
保存されます。 

ご注意ください。

* キャリブレーターZURFはフィールドの情報を保存するので、フィールド情報を作成している間はFREEアプリ
は、キャリブレーター ZURFに接続してください。 

レポートを作成して電子メール
で送信します。 
 
これにより、フィールドのレポ
ートが作成され、タブレットに
はpdfファイルとcsvファイルが
保存されます。
その後このアプリは閉じて、イ
ンターネットに接続します。

フィールドでの操作
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注意： pdfファイルを表示する
ためのプログラムをタブレット
にインストールしてください。

*

*

レポートを見る

注意

再度開いて作成する

* キャリブレーターZURFはフィールドの情報を保存するので、フィールド情報を作成している間はFREEアプリ
は、キャリブレーター ZURFに接続してください。 

次回タブレットをインターネッ
トに接続し、アプリを再度開く
と、すべてのレポートが電子メ
ールごとに送信されます。

[レポートの作成]を選択します。

「作成時にレポートを表示」に
チェックを入れてください

[フィールドとレポート]を選択し
ます。

[レポートの作成]を選択しま
す。

フィールドを選択します。

レポート
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車両のガイダンス

ガイダンスの開始

最も近いガイドラインへの距離
と方向を知らせます。

「オフ」を選択してガイダンス
モードを停止してください。

50メートル後にアイコンは緑色
に変わります。アイコンを選択
してガイドラインを有効にして
ください。

注意： 
できる限り走行してください。

直線か曲線のガイダンスのいず
れかを選択してください。

注意： 
アイコンは次のように
変わります。 
ガイダンスを取り消すために使
用します。

A-Bガイドライン
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*

* キャリブレーターFREEのインストール時は、「キャリブレーターFree シェイプ」という名称のフォルダが、タブ
レットの内部ストレージに自動的に作成されます。このフォルダには、シェイプファイルはすべてZipファイルと
して保存してください。

圧縮されたシェイプファイルは、タブレットをPCに接続することによってタブレットに保存することや、例えば
タブレットで受信した電子メールから保存することもできます。

pcのライブラリでタブレット
を探す

タブレットをPCに接続しま
す。

フォルダを検索してください。 
"キャリブレータFREEシェイプ"
コピーしたシェイプファイルをフ
ォルダに貼り付けます。

PC上で-  Zip形式のシェイプフ
ァイルを見つけてコピーしてく
ださい。

シェイプファイルには、次の3
つのファイルを含めてくださ
い。 dbf、shp、shx

シェイプファイルには、さらに
多くのファイルを含めることが
できますが、キャリブレーター 
FREEはこれらのタイプのみを
使用します。

タブレットにファイルを保存

定義

シェイプファイル
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シェイプファイルのイ
ンポート

アプリを再起動

注意： 特定のフィールドに達
すると、シェイプファイルを自
動的に表示します。

[ZIPファイルのインポート]を選
択します。

インポートされていない
zipファイル

インポートされたシェイプ
ファイル

=

=

リストからzipファイルを選択
してください。 

「シェイプファイル」を選択

シェイプファイル
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技術責任者ダイレクター

製造元： 

Eltronic A / S
Kilde Allé 4
DK-8722 Hedensted
Phone: +45 7674 1121
CVR No.: DK - 17 02 42 80

装置： 有線および無線通信用ボグボールiZURF

説明： 通信モジュール

2013年

タイプ： iZURF

ケースナンバー： 744-00035

コントロールユニット、ボグボール iZURFは、次の協調した規格に準拠して製造されたことをここに宣言いたし
ます。

- 農業用機械および林業用機械 DS / EN ISO 14982
- EMC DS / EN 61000-6-2（工業環境における耐性）
- EMC IEC 1000-6-3（住宅用、商用および軽工業環境）

EC適合宣言書

機械指令2006/42 / EC
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ノート
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