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1. このリリースについて 

Xsens DOT2021.0 安定版リリースが利用可能になりました。 このリリースには、第 2

世代の Xsens DOT ハードウェア（v2 と呼びます）、v2 ハードウェアをサポートするた

めのファームウェアとソフトウェアのアップグレード、およびその他の新機能が含まれ

ています。 Xsens DOT v2 センサーと充電器は、ドロップして交換可能なハードウェア

として既存の第 1 世代にアップグレードされました。 特定のハードウェアの改善と変

更については、「製品変更通知」を参照してください。 セクション 4 では、リリースさ

れたコンポーネントの新機能と主な改善点を示します。 セクション 5 では、このリリ

ースで修正されたバグを示し、セクション 6 では、既知の問題を示します。 

 

Android アプリと iOS アプリは、それぞれ GooglePlay ストアと Apple ストアでダウン

ロードできます。 SDK は、XsensDOT 開発者ページ 1 からダウンロードできます。 新

しいアプリの「デバイスファームウェアアップグレード」機能を使用すると、ユーザー

は OTA を介して最新のファームウェアにアップグレードできます。 

 

表 1：リリースバージョン 

リリース物 製品の適用性 新たなバー

ジョン 

備考 

Xsens DOT v2 Set - 2.0 XS-DOT-SET-02 

Xsens DOT v2 Sensor - 2.0 XS-T02 

Xsens DOT v2 Charger - 2.0 XS-C02 

Xsens DOT Firmware Xsens DOT 

Sensor 

2.0.0 v1 および v2 センサー

とも互換性があります 

Xsens DOT SDK Xsens DOT 

Sensor 

2021.0 Android と iOS 両方 

Xsens DOT App Xsens DOT 

Sensor 

2021.0 Android と iOS 両方 

Xsens DOT Data 

Exporter 

Xsens DOT 

Sensor 

2021.0.0 Windows と macOS 

 

 

 

https://www.xsens.com/hubfs/Downloads/DOT/Documents/2021-07%20-%20Product%20Change%20Notification%20-%20Xsens%20DOT%202nd%20generation.pdf
https://www.xsens.com/developer
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2. 備考 

ファームウェア- v2 センサーの最初のバッチには、ファームウェア 1.9.0 が付属してい

ます。 すべての改善を体験するには、Xsens DOT アプリを 2021.0 に更新し、新しい

v2 センサーを入手した直後にファームウェアを 2.0.0 に更新することをお勧めします。 

 

3. 互換性 

表 2：サポートされているプラットフォーム 

ソフトウェア サポートされているプラットフォーム 

Android APK と SDK • Android OS 8.0 以降  

• ARMv8 CPU architecture 

iOS アプリと SDK • iOS 11.0 以降 

XsensDOT データエクスポーター • Window, MacOS 

Bluetooth の要件 • DLE1対応の BLE 5.0 で最高のパフォーマン

ス 

• Bluetooth 4.2 もサポート 

 

表 3：テストされたデバイスのリスト 

プラットフォーム 検証したデバイス 

Android 

 

• Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10, Oppo Reno, 

Huawei Mate20 Pro, Huawei P30 and MI 9, Google pixel 3a. 

iOS • iPhone11 XSMax, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8 

Others • Any2 

 

 

4. 主な改善点と新機能 

アイコンの意味：+追加、^変更、！注、＃修正、-削除 

 

2021.0 リリースには、次の改善が含まれています 。 

 

1 Data Length Extension 

2 組み込みソフトウェアエンジニアとシステムアーキテクトは、Xsens DOT BLE サービス仕様ドキュメ

ントを利用し 

て、BLE 5.0 をサポートする任意のデバイスで Xsens DOT に接続できます。 
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4.1. ハードウェア 

4.1.1. センサー 

^ 電源ボタンは、より良い触覚体験のために電源ボタンを押しやすくするように

変更されました。 

^ 電源ボタンコントローラーが更新され、電源ボタンを介してセンサーの電源を

オンにできるようになりました 

^  LED は、白色から 3 色の LED（緑、黄、赤）に更新されました。 

^  LED 表示領域は、より良い表示のためにハウジングの透明度の調整とともに

増加しました。 

^ センサーの内部ストレージが 16MB から 64MB に増加しました。 

^ バッテリー容量が増加しました-45mAh LIR2032 から 70mAh LIR2032H バッ

テリーに変更されました。 

^ USB プラグインを介してセンサーをリセットする方法は、電源ボタンを 11 秒

以上押すとハードウェアの電源がオフになり、電源ボタンを 2 秒押すとセンサーの

電源が再びオンになります。 

 

4.1.2. 充電ケース 

+ USB 通信ハブが充電器に統合されているため、5 つのセンサーから同時に充電器

を介してセンサーデータをエクスポートできます。 

 

4.2. ファームウェア 

+異なるハードウェアバージョンを区別するために製品 ID を追加しました。 

+新しいペイロードモードを追加しました-クォータニオン、高忠実度の慣性デー

タ、マグおよびステータスを含むカスタムモード 4。 

+赤色の LED が点灯するブートローダーモードのエラー状態を追加しました。 

+ユーザーが USB プラグインによって電源がオンになるように v2 センサーを構

成できるようにする電源オンオプションを追加しました。 

^ v2 センサーで利用可能な新しい色で LED パターンを最適化しました。 

^使用可能な記録フラッシュスペースの合計は、64MB の内部ストレージサイズに

基づいて増加します。 

 

4.3. Android APK 

+アプリにハードウェアバージョンを追加しました 

+センサーが充電状態にあるときにユーザーがアプリから v2 センサーの電源を切
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ることができる機能を追加しました 

+リアルタイムストリーミングに新しい測定モードを追加しました-カスタムモー

ド 4。これには、クォータニオン、高忠実度の慣性データ、マグおよびステータ

スが含まれます。 

+ユーザーが USB プラグインによって電源がオンになるように v2 センサーを構

成できるようにする電源オンオプションを追加しました。 

+センサーのシリアル番号はアプリでコピーできます。 

^記録時間は、64MB の内部ストレージサイズ（6 時間@ 60Hz）に基づいて増加

します。 

 

4.4. Android SDK 

+異なるハードウェアバージョンを区別するために製品 ID を追加しました。 

+リアルタイムストリーミングに新しい測定モードを追加しました-カスタムモー

ド 4。これには、クォータニオン、高忠実度の慣性データ、マグおよびステータ

スが含まれます。 

+ SDK に OTA を介したデバイスファームウェアアップデートの機能を追加しま

した。 

+ユーザーが USB プラグインによって電源がオンになるように v2 センサーを構

成できるようにする電源オンオプションを追加しました。 

+クォータニオンからの自由加速度とリアルタイムストリーミング中の加速度を

計算する機能を追加しました。 

-ファームウェアアップデート機能がすべて公開されているため、新しいファーム

ウェアアップデート通知を削除しました。 

 

4.5. iOS アプリ 

+アプリにハードウェアバージョンを追加しました 

+センサーが充電状態の場合、ユーザーはアプリから v2 センサーの電源を切るこ

とができます 

+リアルタイムストリーミングに新しい測定モードを追加しました-カスタムモー

ド 4。これには、クォータニオン、高忠実度の慣性データ、マグおよびステータ

スが含まれます。 

+ユーザーが USB プラグインによって電源がオンになるように v2 センサーを構

成できるようにする電源オンオプションを追加しました。 

+センサーのシリアル番号はアプリでコピーできます。 

^記録時間は、64MB の内部ストレージサイズ（6 時間@ 60Hz）に基づいて増加

します。 
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^ OTA 障害を回避するためにパケット再送信メカニズムを追加することにより、

OTA プロセスを介して DFU を最適化しました。 

4.6. iOS SDK 

+異なるハードウェアバージョンを区別するために製品 ID を追加しました。 

+リアルタイムストリーミングに新しい測定モードを追加しました-カスタムモー

ド 4。これには、クォータニオン、高忠実度の慣性データ、マグおよびステータ

スが含まれます。 

+ SDK に OTA を介したデバイスファームウェアアップデートの機能を追加しま

した。 

+ユーザーが USB プラグインによって電源がオンになるように v2 センサーを構

成できるようにする電源オンオプションを追加しました。 

+クォータニオンからの自由加速度とリアルタイムストリーミング中の加速度を

計算する機能を追加しました。 

+特定の機能が SDK でサポートされているかどうかを示す機能互換性チェックを

追加しました。 

-ファームウェアアップデート機能がすべて公開されているため、新しいファーム

ウェアアップデート通知を削除しました。 

 

5. バグの修正 

このリリースでは、次の問題も修正されています。 

5.1. ファームウェア 

＃リアルタイムストリーミング、記録データのエクスポートまたはクリア中にセン

サーが省電力モードに入るバグを修正しました。 

＃バッテリーが完全に充電されていても、バッテリーレベルが 100％に達しないバ

グを修正しました。 

 

5.2. Android SDK 

＃エクスポートされた記録ファイルのヘッダーの誤った記録開始時刻を修正しまし

た。 

 

5.3. iOS App 

＃センサーが省電力モードに入った場合に記録ファイルのエクスポートを選択しよ

うとしたときのクラッシュを修正しました。 

 

5.4. iOS SDK 



リリースノート 

著者：フェイフェイ・シュウ 

日付：2021 年 8 月 9 日   

 6 

＃センサーが省電力モードに入った場合に記録ファイルのエクスポートを選択しよ

うとしたときのクラッシュを修正しました。 

＃エクスポートされた記録ファイルのヘッダーの誤った記録開始時刻を修正しまし

た。 ＃見出しのリセットが機能しない場合があるバグを修正しました。 

 

5.5. データエクスポータ 

＃センサーが PC から切断され、再度接続された場合にセンサーをスキャンできな

いバグを修正しました。 

＃MAC アドレスの最初の桁が 0 の場合、データエクスポータに表示できないバグ

を修正しました。 

 

6. 既知の問題点 

問題 影響を受ける

バージョン 

センサーがすでに記録状態になっているときに同期を開始すると、

センサーは不明な状態になります。 

App 2021.0 

省電力モードで USB に接続すると、センサーの電源がオフになり

ます。 

FW 2.0.0 

省電力モードでのバッテリー寿命は、予想される 7 日ではなく 20

時間以上続きます。 

FW 2.0.0 

同期成功後または記録中の LED パターンは、センサーの識別やセ

ンサーの充電などの他の操作によって、測定パターンから接続パタ

ーンに変更できます。 

FW 2.0.0 

測定データには「NaN」値が含まれます。 FW2.0.0 以下 

同期ステータス、出力レート、フィルタープロファイルなどの情報

は記録ファイルに保存されません。 

FW2.0.0 以下 

異なる同期セッションで同期されている「同期済み」ステータスの

センサーを区別できません。 

FW2.0.0 以下 

FW1.6.0 にアップグレードする場合、または FW1.6.0 からダウング

レードする場合、タグ名はデフォルト値「XsensDOT」に設定され

ます。 

FW1.6.0 以下 

 


