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スを追加します 

 

 
 
 
 
 
 



 

 3 

⽬次 

1.紹介 .......................................................................................................................................... 5 

2.はじめに .................................................................................................................................. 6 

2.1 Xsens DOT セット ......................................................................................................... 6 

2.2 ハードウェア ................................................................................................................... 6 
2.2.1 Xsens DOT ............................................................................................................... 6 
2.2.2 電源スイッチ ............................................................................................................ 7 
2.2.3 LED 状態 ................................................................................................................... 7 
2.2.4 充電器 ........................................................................................................................ 8 
2.2.5 ボディストラップとアクセサリー ........................................................................ 9 

2.3 ソフトウェア ................................................................................................................... 9 
2.3.1 サポートされているプラットフォーム ................................................................ 9 
2.3.2 ソフトウェアの選択 .............................................................................................. 10 

2.4 ベストプラクティスのヒント ..................................................................................... 10 
2.4.1 複数のセンサー接続 .............................................................................................. 10 
2.4.2 磁気歪み .................................................................................................................. 11 
2.4.3 Cleaning method .................................................................................................... 12 
2.4.4 ⻑期保管ガイドライン .......................................................................................... 12 

3. XsensDOT の概要 .............................................................................................................. 13 

3.1 ストラップダウンの統合 .............................................................................................. 13 

3.2 センサーフュージョンアルゴリズムとフィルタープロファイル ......................... 13 

3.3 XsensDOT センサーの状態遷移 ................................................................................. 14 
3.3.1 Power ON/OFF ...................................................................................................... 14 
3.3.2 Advertisement ......................................................................................................... 15 
3.3.3 接続 .......................................................................................................................... 15 
3.3.4 同期 .......................................................................................................................... 15 
3.3.5 測定 .......................................................................................................................... 16 
3.3.6 省エネ ...................................................................................................................... 18 

3.4 磁場マッパー ................................................................................................................. 19 
3.5.1 ファームウェアアップデート .............................................................................. 20 
3.5.2 ファームウェアのダウングレード ...................................................................... 21 
3.5.3 ファームウェアの互換性 ...................................................................................... 21 



 

 4 

4.出⼒仕様 ................................................................................................................................ 21 

4.1 座標系 ............................................................................................................................. 22 
4.1.1 センサー座標系 ...................................................................................................... 22 
4.1.2 ⽅向座標系 .............................................................................................................. 22 
4.1.3 Heading Reset ......................................................................................................... 23 

4.2 センサーデータ出⼒ ..................................................................................................... 24 
4.2.1 キャリブレーションされた delta_q および delta_v .......................................... 24 
4.2.2 校正された慣性データと磁場データ .................................................................. 24 
4.2.3 オリエンテーション .............................................................................................. 25 
4.2.4 ⾃由加速 .................................................................................................................. 25 
4.2.5 タイムスタンプとパケットカウンター .............................................................. 25 
4.2.6 Status ........................................................................................................................ 26 

5.物理的仕様 ............................................................................................................................ 26 

5.1 XsensDOT 仕様 ............................................................................................................ 26 

5.2 センサー部品仕様 ......................................................................................................... 27 

5.3 バッテリー仕様 ............................................................................................................. 28 

5.4 センサー製図 ................................................................................................................. 29 

5.5 充電器製図 ..................................................................................................................... 30 

6.重要なお知らせ .................................................................................................................... 30 

6.1 保証と責任 ..................................................................................................................... 30 

6.2 顧客サポート ................................................................................................................. 31 

6.3 製品コンプライアンス ................................................................................................. 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

1.紹介 
Xsens DOT は、ウェアラブルセンサー開発プラットフォームであり、3D 加速度計、ジャイ
ロスコープ、磁⼒計を組み込んだセンサーを備えており、正確な 3D ⽅向を提供します。セ
ンサーに組み込まれたプロセッサーは、サンプリング、キャリブレーション、慣性データの
ストラップダウン統合、およびセンサーフュージョン⽤の Xsens カルマンフィルターコア
（XKFCore）アルゴリズムを処理します。 Xsens DOT は、Bluetooth 5.0 を介したワイヤ
レスデータ送信により、リアルタイムの 3D ⽅向と、校正済みの 3D 線形加速度、⾓速度、
および（地磁気）磁場データを受信デバイスに提供できます。 
Xsens DOT は、Xsens センサーソリューションをモバイルデバイスプラットフォームにも
たらす新しい Xsens 製品ラインの始まりです。使いやすい SDK と包括的なドキュメントに
より、システムインテグレーターはウェアラブルアプリケーションを簡単に開発できます。 
Bluetooth Low Energy（BLE）データ転送、軽量フォームファクター、および IP68定格に
より、Xsens DOT のアプリケーション領域が広がり、さまざまなシナリオでの使⽤が簡単
で耐久性があります。 5 つのセンサーのさまざまな組み合わせを使⽤して、カスタマイズ
された測定ケースに XsensDOT を柔軟に適⽤できます。 
使⽤分野： 

1.健康とリハビリテーション 
2.スポーツと運動科学 
3.⼈間⼯学 

 

図 1：充電器付きの XsensDOT センサー 
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2.はじめに 
2.1 Xsens DOT セット 
標準の XsensDOT セットには次のものが含まれます。 
• 5つの XsensDOT センサー 
• 電源ケーブル付き充電器 1つ 
• XsensDOT ソフトウェアパッケージ  

 

 

図 2：XsensDOT セット 

Xsens DOT を使い始める最も簡単な⽅法は、Xsens DOT アプリ（Android / iOS）を使⽤
してセンサーを接続することです。 Xsens DOT の機能を理解し、必要に応じてデバイスを
構成することができます。 すぐに開始するには、この開梱チュートリアルを参照してくだ
さい。 
 
2.2 ハードウェア 
2.2.1 Xsens DOT 
Xsens DOT センサーは、ジャイロスコープを使⽤した 3D ⾓速度、加速度計を使⽤した 3D
加速度、磁⼒計を使⽤した 3D 地磁気を提供します。 Xsens センサーフュージョンアルゴ
リズムと組み合わせて、3D ⽅向と⾃由加速が提供されます。 Bluetooth 5.0 のワイヤレス
性により、XsensDOT センサーは⼈体の動きを追跡するための優れた測定ユニットです。 

 
図 3：XsensDOT センサー 
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センサーの上部には、センサーの状態を⽰す LEDがあります。 センサーの中央には、セン
サーの起動、記録の停⽌、または電源オフを⾏うための電源ボタンがあります。 下部のマ
イクロ USB ポートを使⽤して、センサーの電源をオンにし、充電することができます。 
注意： 
• 電源付きの USB ケーブルで接続すると、オンまたはオフに関わらず、センサーは常
に再起動します。 

2.2.2 電源スイッチ 
表 1 に、電源ボタンの機能を⽰します。 

表 1：電源ボタンの機能 

Function 電源ボタンのパターン 

電源オフセンサー 3 秒以上⻑押し 

録⾳を停⽌します 1 秒間押します 

センサーを省電⼒モードから復帰させます ボタンを 1 回押す 

 

ボタンコールバック関数 
接続中に電源ボタンを 1 回クリックすると、このシングルクリックが適⽤されたときにタ
イムスタンプ付きの BLE 通知が送信されます。 この関数は「ボタンコールバック」と呼
ばれます。 これは、Xsens DOTSDK または BLE サービス仕様マニュアルで⼊⼿できま
す。 ボタンのコールバックの詳細については、それらを参照してください。 
 
2.2.3 LED 状態 
Xsens DOT センサーには、さまざまなセンサー状態を⽰す LED パターンがあります。 
表 2 に、LED の動作を⽰します。 

表 2：LED パターン 

State LED パターン 

Power 

ON/OFF 

電源オフまたは省電⼒モード OFF 

センサーの電源がオフになっています 1 秒間オンになり、3 秒でフェード

アウトします 

測定 広告モード 1 秒に 1 回点滅 

接続モード（測定なし） 10 秒ごとに 1 回点滅 

リアルタイムストリーミングモード 10 秒ごとに 2 回点滅 

記録モード（データの記録、エクスポート、

クリアを含む） 

2 回の速い点滅と短い⼀時停⽌ 

同期 同期期間中にオフになり、同期が成

功すると、すべてのセンサーが 3 秒

間同期して点滅します。 
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充電 充電中（バッテリーフル） ON 

充電中（75％<=バッテリー<100％） フェードイン/フェードアウト、4

秒サイクル 

充電中（50％<=バッテリー<75％） フェードイン/フェードアウト、3

秒サイクル 

充電中（25％<=バッテリー<50％） フェードイン/フェードアウト、2

秒サイクル 

充電中（バッテリー<25％） フェードイン/フェードアウト、1

秒サイクル 

その他 センサー認識中 8 回の⾼速点滅と短い⼀時停⽌ 

ブートローダーモード（センサーを再起動す

ると、このモードを終了できます） 

2 回の速い点滅と⻑い⼀時停⽌ 

充電中に MCU /バッテリーが過熱します。 

MCU とバッテリーを保護するために充電を停

⽌します 

毎秒 8 回点滅 

 

2.2.4 充電器 
充電器は 5つのセンサー⽤のドッキングステーションであり、プラスチック製のカバーシ
ェルと USB 電源ケーブルが含まれています。 カバーシェルを持って右側からドッキング
を引き出すと、充電器を開くことができます。 
各ドッキングスロットには、マイクロ USB ポートが組み込まれています。 センサーは、
プラグを差し込んだり抜いたりすることで充電できます。 Xsens DOT 充電器の右側に配
置された別のマイクロ USB ポートは、充電器にドッキングされているすべてのセンサー
の電源を⼊れて充電するために使⽤されます。 このマイクロ USB ポートに電⼒を供給す
るには、5V / 300mA のアダプターで⼗分ですが、標準の USB2.0 電源に基づく 5V / 
500mA アダプター（5つのセンサー負荷）を使⽤することをお勧めします。 

 

図 4：電源ケーブル付きの充電器 
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2.2.5 ボディストラップとアクセサリー1 
Xsens は、XsensDOT を本体に固定するための取り付け⽅法として XsensDOT ストラップ
セットを提供しています。 Xsens DOT センサーをストラップのポケットの中に配置し、
⽬的のセグメントにストラップを巻き付けることができます。 これにより、良好な接着
と⽪膚のアーチファクトが少なくなります。 センサーの取り付けの詳細については、こ
の BASE の記事を参照してください。 
これに加えて、接着パッチのセットが代替の取り付け⽅法として利⽤可能です。 これら
は臨床応⽤に推奨されます。 
 
2.3 ソフトウェア 
Xsens DOT はウェアラブルセンサー開発プラットフォームとして機能するため、さまざま
な要求に必要なすべてのソフトウェアを提供します。 ソフトウェアパッケージはここか
らダウンロードでき、次のものが含まれます。 

•  XsensDOT ソフトウェア開発キット（Android / iOS） 
•  XsensDOT アプリ（Android / iOS） 
•  XsensDOT サーバー 
•  XsensDOT データエクスポーター 
•  SDK ドキュメント（Android / iOS） 
•  Android ⽤ XsensDOTSDK プログラミングガイド 
•  XsensDOTユーザーマニュアル 
•  XsensDOTBLE サービス仕様 

2.3.1 サポートされているプラットフォーム 
表 3：ソフトウェアでサポートされているプラットフォーム 

Software サポートされているプラットフォーム 

Android ⽤ SDK と APK •   AndroidOS8.0 以降 

•   ARMv8CPU アーキテクチャ 

iOS ⽤ SDK とアプリ • iOS11.0 以降 

XsensDOT サーバー • Windows7、10 

•   MacOS 

• ラズベリーパイ 

XsensDOT データエクスポーター • ウインドウズ 10 

Bluetooth の要件 • BLE5.0、DLE2をサポートした場合の最⾼のパフォーマンス 

• Bluetooth4.2 と互換性があります 

 
1 Xsens DOT アタッチメントソリューションは、改善を続けるにつれて、より多様で柔軟になります 
2 Data Length Extension 
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2.3.2 ソフトウェアの選択 
必要に応じて、さまざまなソフトウェアを使⽤することを選択できます。 ソフトウェアの
選択⽅法については、次の⼿順を参照してください。 
• モーションデータに焦点を当て、Xsens DOT のデータ出⼒と機能をすばやく理解した

い場合は、XsensDOT アプリをダウンロードしてインストールしてください。それはあ
なたがすることを可能にします： 
Ø センサーをスキャンして接続します 
Ø データリアルタイムストリーミング 
Ø データをセンサーに記録し、他のデバイスにエクスポートします。  
Ø ファームウェアアップデートおよびその他の機能 
Android アプリと iOS アプリの操作の詳細なガイダンスについては、これらの BASE
の記事を参照してください。 XsensDOT アプリのチュートリアルビデオも利⽤できま
す。 
 

• 独⾃のアプリケーションを構築したい開発者またはシステムインテグレーターの場合
は、Android または iOS アプリケーション⽤の Xsens DOT ソフトウェア開発キット
（SDK）をダウンロードしてください。開始するには、SDK プログラミングガイドと
次のサンプルコードを参照してください。 
Ø Android Example: https://github.com/xsens/xsens_dot_example_android  
Ø iOS Example: https://github.com/xsens/xsens_dot_example_ios 
 

• Bluetooth プロトコルと開発に精通しており、Bluetooth 5.0 を使⽤して他のプラットフ
ォームでアプリケーションを構築する場合は、XsensDOT との直接通信を可能にする低
レベルの XsensDOT BLE サービス仕様が提供されます。 Windows または MacOS の
場 合 、 オ ー プ ン ソ ー ス プ ロ ジ ェ ク ト -XsensDOT サ ー バ ーが提 供され ま す 。 
https://github.com/xsens/xsens_dot_serverからダウンロードできます。 

 
2.4 ベストプラクティスのヒント 
2.4.1 複数のセンサー接続 
Xsens DOT アプリ、SDK、または BLE サービスには接続制限はありませんが、中央デバイ
スのハードウェアと OS の制約には、同時に接続できるセンサーの最⼤数に上限がありま
す。 Android、MacOS、Windows の場合、最⼤ 7 つのセンサーを接続できます。 iOS、
Linux PC、または Raspberry Pi では、最⼤ 11個のセンサーを接続できます。 実際の接続
機能は、選択したデバイスによって⼤きく異なります。 
 
ただし、接続制限に達した場合、BLE のパフォーマンスは保証されません。 ビッグデータ
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の損失や接続障害が発⽣した場合は、センサーの接続数または送信ペイロードを減らして
ください。 
 
2.4.2 磁気歪み 
センサーの近くの環境にある強磁性体（鉄または鋼）、磁⽯、または強い電流（数アンペア）
は、磁場に乱れを引き起こします。 Xsens DOT センサーの磁⼒計は、3D ⽅位の計算で絶
対基準として使⽤される、地球の真北の⽅向（⽅位またはヨー）を決定するための 3D コン
パスとして使⽤されます。 磁場が配向に及ぼす影響の詳細については、博⼠論⽂「Inertial 
and magnetic sensing of human movement near ferromagnetic materials」 D. Roetenberg 
2006を参照してください。XsensDOT で測定する場合の最良の結果を得るには、⾼度に磁
化された領域を避けることをお勧めします。 特に最初に測定を実⾏するとき。 
 
磁気歪みを確認するには、Xsens DOT アプリを使⽤して、少なくとも 1つの DOT を接続
した後、磁場データの MagneticNorm3を確認します。 測定領域を移動しながら、磁気ノル
ム曲線を確認します。 
• 磁気ノルム= 1 で、変動が±0.2以内にとどまる領域は、磁気的に均⼀であり、測定を実
⾏するのに最適です（図 5 を参照）。 ただし、測定が約 2 または 3 の磁気ノルムで始ま
り、この値の±0.2以内にとどまる場合、⽅向は正確なままである必要があります。 

• デバイスの位置と向きによってマグノルムが変化する場合（図 6 を参照）、環境に磁気
歪みがあります。 

 

図 5：移動時にマグノルムが変動する 

 

 

 
3 磁気ノルム（Mag Norm）は、すべての磁気軸ベクトル（X、Y、Z）を組み合わせたノルムです。 磁気歪みの指標として使
⽤できます。 
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図 6：移動中のマグノルムは⼀定 

 

モーションプロセッサで実⾏される XKFCore アルゴリズムは、利⽤可能なセンサー情報
とアプリケーションに関する有効な仮定を最適に使⽤することにより、短時間または⾼速
で変動する外乱によって引き起こされる磁気外乱を補正できます。 ただし、外乱が遅く
て⼤きい（>±0.2）か、30秒以上続く場合、アルゴリズムで補正するのは難しく、⽅位の
精度に影響します。 
磁場ノルムに⼤きな変動がある場合、または Xsens DOT センサーが磁場に影響を与える
機器またはプロテーゼ（強磁性体など）に取り付けられている場合は、この DOT の磁場
マッピング（セクション 3.4 を参照）を実⾏して、 磁⼒計。 
 
注意： 
• センサーを強い磁場にさらさないでください。 センサーには 
強磁性体の可能な最⼩値。 それにもかかわらず、いくつかのマイナーなコンポーネ
ントは、強い磁場にさらされることによって永久に磁化される可能性があります。 
これはユニットに損傷を与えることはありませんが、磁⼒計のキャリブレーションを
役に⽴たなくし、通常は⾒出しの（⼤きな）偏差として観察されます。 

 

2.4.3 Cleaning method 
Xsens DOT センサーと充電器を掃除するには、湿った布で表⾯を拭きます。 
 
2.4.4 ⻑期保管ガイドライン 
必要なファームウェアアップデートを実⾏します 

• ファームウェアをバージョン 1.4.0以降に更新します。 このガイドに従って、ファ
ームウェアを更新してください。 

保管条件 
センサーのバッテリー寿命を維持するために、推奨ガイドラインに従ってください。 

• 動作温度：0°C-50°C。 
• 保管温度：25°C±10°C。 

センサーを 3か⽉以上⻑期間保管する場合： 
1.すべてのセンサーを> 90％に充電します。 
2.センサーを充電器から外します。 
3. Xsens DOT アプリを使⽤するか、電源ボタンを 3秒以上押して、センサーの電源を
切ります。 

推奨ガイドラインに従って XsensDOT センサーを 3か⽉ごとに再充電して、バッテリーの
経年劣化の速度を遅くし、バッテリーの保管寿命を延ばします。 
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3. XsensDOT の概要 
Xsens DOT センサーの信号処理アーキテクチャを図 7 に⽰します。ストラップダウン統合
（SDI）とセンサーフュージョンアルゴリズム（XKFCore）がファームウェアに統合されて
います。 XKFCore から、SDI、3D ⽅向、および⾃由加速度から⽅向の増分と速度の増分
を取得できます。 Xsens DOT センサーは⼯場で校正されているため、より正確な再現性と
堅牢性が得られます。 

 

図 7：XsensDOT 信号処理アーキテクチャ 

3.1 ストラップダウンの統合 
ストラップダウン積分は、ジャイロスコープからの⾓速度と加速度計からの加速度を積分
することにより、⽅向と速度の増分を計算するために使⽤される⽅法です。 
 
⾓速度と加速度のデータは、Xsens DOT センサーの組み込み MCU によって⾼周波（800 
Hz）でサンプリングおよびキャリブレーションされ、ランニングやジャンプなどの動的な
動きの下で精度を維持します。 サンプリング周波数が⾼いため、データを Bluetooth 経由
で直接送信することはできず、通常、受信ホストデバイス（携帯電話など）に過度の計算負
荷がかかります。 SDIアルゴリズムは、⾼速センサー⼊⼒を受信し、それを 60Hzの低速
信号に処理します。 SDIアルゴリズムを使⽤する主な利点は、精度が維持され、正確な⽅
向追跡を保証するために情報が保持されることです。 
 
SDK データパーサーには、SDI 量を校正済みの⾓速度（rad / s）および加速度（m / s2）デ
ータに変換する機能が組み込まれています。 SDK プログラミングガイドのデータ変換セク
ションを参照してください。 
 
3.2 センサーフュージョンアルゴリズムとフィルタープロファイル 
センサーの 3D ⽅向は、⼈間の動きに最適化されたセンサーフュージョン⽤の Xsens の最
新のカルマンフィルターコアアルゴリズム（XKFCore）によって計算されます。 SDI から
の出⼒を使⽤して、静的および動的な動きの両⽅でドリフトのない⾼精度の統計的に最適
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な 3D ⽅向推定を計算します。 XKFCore は、重⼒加速度と地球の磁北の測定値を使⽤して、
回転速度データの積分からゆっくりと増加するエラーを補正し、⾃由加速度を提供します。 
 
上記のように、XKFCore は、⽅向を取得するために検出された加速度と磁場の範囲を想定
しています。 これらの量はユーザーアプリケーションによって⼤きく異なる可能性がある
ため、⽅向推定の精度を向上させるために複数のフィルタープロファイルが導⼊されてい
ます。 その結果、XKFCore は、さまざまなタイプの動きやアプリケーションに適合するよ
うに最適化されています。 アプリケーションに最適なフィルタープロファイルを選択する
ために利⽤できるフィルタープロファイルに関する追加情報を以下に⽰します。 

表 4：フィルタープロファイル 

プロファイル 説明 

General このフィルタープロファイルはデフォルト設定です。 適度なダイナミクスと均

⼀な磁場を想定しています。 外部磁気歪みは⽐較的短いと考えられています。 

Dynamic このフィルタープロファイルは、短時間続く⾼速でぎくしゃくした動きを想定

しています。 ダイナミックフィルターは、⽅位を安定させるために磁⼒計を使

⽤し、⾮常に短い磁気歪みを想定しています。 典型的なアプリケーションは、

スプリントなどのスポーツのためにセンサーが⼈に適⽤される場合です。 

 

 
3.3 XsensDOT センサーの状態遷移 

 

図 8：XsensDOT状態遷移図 

3.3.1 Power ON/OFF 
充電器または電源付き USB ケーブルを使⽤してセンサーの電源を⼊れ、下部のマイクロ
USB ポートに接続できます。 電源を⼊れると、センサーはアドバタイズモードになります。 
 
センサーは次の 3つの条件下で電源がオフになります。 
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1. 電源ボタンが 3秒以上押された 
2. Receivepoweroffコマンド 
3. バッテリーレベルが2％未満になると、センサーは⾃動的にシャットダウンします。 
バッテリーの消耗を防ぎます。 

 
3.3.2 Advertisement 
アドバタイズモードでは、センサーは動作アイドル検出を実⾏し、ホストデバイスからの
BLE 接続を待機します。 アドバタイズ中に BLE 接続が 10 分4以上検出されない場合、セ
ンサーは省電⼒モードに⼊ります。 
 
3.3.3 接続 
Bluetooth 接続が確⽴されると、MAC アドレス、デバイスタグ名、バッテリーレベル、充
電ステータスなどの情報をセンサーから取得できます。 Xsens DOT アプリでは、接続が失
われると再接続が⾃動的に開始されます。 
 
接続中に 30分5以上測定が開始されない場合、センサーは省電⼒モードになります。 
 
Xsensが提供するソフトウェアにはセンサー接続制限はありません。 最⼤ 5つのセンサー
をリアルタイムストリーミングに使⽤して、BLE データ送信の優れたパフォーマンスを保
証できます。 複数のセンサーを接続するためのベストプラクティスについては、セクショ
ン 2.4.1 を参照してください。 
 
3.3.4 同期 
各センサーには独⾃のクロックドメインがあります。 したがって、特に関節⾓度など、複
数のセンサーが同時に必要なシナリオでは、異なるセンサー間で測定データを時間同期さ
せることが重要です。 
 
すべてのセンサーは、同期後に共通のセンサータイムベースに時間同期されます。 センサ
ークロックがドリフトすると、同期精度は時間の経過とともに低下します。 

表 5：同期の精度 

Time 精度 

30分後 1ppm 

１時間後 4ppm 

 
4 Xsens DOT アプリ、SDK、または BLE サービスで変更できるデフォルトの時間しきい値。 
5 Xsens DOT アプリ、SDK、または BLE サービスで変更できるデフォルトの時間しきい値。 
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同期が成功すると、約 14秒かかります。 同期中、1つのセンサーがルートノードになり、
残りのセンサーはスキャナーになります。 ルートノードは定期的にアドバタイズメントメ
ッセージを送信しますが、スキャナーはメッセージを受信し、ルートクロックのスキューと
オフセットを計算することで独⾃の時間領域を修正します。 
 
より良い同期結果を得るには、ルートノードをすべてのスキャナーの中央位置に配置する
ことをお勧めします。 Xsens DOT アプリでは、最初に接続されたセンサーがルートノード
になります。 SDKユーザーや他の開発者は、独⾃のルールを設定してルートノードを選択
できます。 

 

図 9：同期しているルートとスキャナー 

すべてのセンサーデータが時間同期されるように、測定の前に同期を⾏う必要があります。 
同期後、追加の同期なしで複数の測定を開始および停⽌できます。 Xsens DOT アプリでの
同期の詳細については、この BASE の記事を参照してください。 
 
注意： 
• バッテリーの寿命を延ばすために、すべての測定後に同期を停⽌します。 

 
3.3.5 測定 
Xsens DOT では、2種類の測定が可能です。 表 6は、さまざまなタイプの測定で使⽤可能
な出⼒レートを⽰しています。 

表 6：出⼒レート 

測定 利⽤可能な出⼒レート 

リアルタイムストリーミング 1Hz、4Hz、10Hz、12Hz、15Hz、20Hz、30Hz、60Hz 

レコーディング 1Hz、4Hz、10Hz、12Hz、15Hz、20Hz、30Hz、60Hz、120Hz 

 

より低い出⼒レートを選択することにより、標準の 60Hz出⼒レートと⽐較して、単位時間
あたりに送信されるデータが少なくなります。 結果として、これはリアルタイムストリー
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ミングモードでのデータ損失の発⽣を軽減することができ、保存されるデータが少なくな
るため、記録時間を延⻑することができます。 逆に、より⾼い出⼒レート（120Hz）は、
より⼤量のデータが必要な⾼動的アプリケーションに適しています。 ただし、より⾼い出
⼒レートは記録モードでのみ使⽤できます。 
 
リアルタイムストリーミング 
リアルタイムストリーミングでは、モーションデータがストリーミングされ、⼀定の
Bluetooth 接続を介して中央デバイスに記録されます。 
 
センサーフュージョンデータ、慣性データ、およびその他のカスタムデータの組み合わせは、
パケットカウンターとタイムスタンプとともに、リアルタイムストリーミングで提供され
ます。 データ出⼒仕様については、第 4章を参照してください。 
 
注意： 
• データプロットを読みやすくするために、⽅向データは常にオイラー⾓で表⽰されます
が、ログファイルのデータは選択した形式（オイラーまたはクォータニオン）で保存さ
れます。 

• データプロットを読み取り可能にするために、慣性データは常に加速度（m / s2）およ
び⾓速度（度/秒）として表⽰されますが、ログファイルのデータは選択した形式（⾼忠
実度、デルタ量、またはレート量）で保存されます。 ）。 

• XsensDOT アプリでは、リアルタイムストリーミング⽤に最⼤ 5 つのセンサーを使⽤
できます。 

• Bluetooth 接続が失われた場合やアプリがバックグラウンドで実⾏されている場合でも、
リアルタイムストリーミングは続⾏されます。 電池の消耗を防ぐため、測定後はスト
リーミングを停⽌してください。 
 

⾼忠実度モード 
⾼忠実度モードは、リアルタイムストリーミングで利⽤できます。 このモードでは、Xsens
独⾃のデータ形式が Bluetooth経由で送信され、XsensDOT アプリまたは SDK で解析され
ます。 このモードの利点は、⼀時的なデータ損失の場合でも、より⾼い周波数（800 Hz）
の情報が、より低い出⼒データレート（60 Hz）で保持されることです。 
 
忠実度の⾼いデータは、Xsens DOT アプリで delta_q、delta_v に解析されます。 忠実度の
⾼いデータを delta_q、delta_v、またはキャリブレーションされた⾓速度と加速度に解析す
る関数が SDK で利⽤できます。 詳細については、SDK プログラミングガイドを参照して
ください。 
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レコーディング 
レコーディングモードでは、モーションデータはセンサーの内部ストレージ内に保存され、
後処理のためにエクスポートできます。 Xsens DOT の内部ストレージ容量により、88分
間の録画が可能です。 このモードでは、レコーディングが開始されると、Bluetooth 接続は
必要ありません。 Xsens DOT アプリを使⽤して記録を開始および停⽌できます。これらの
機能は、Xsens DOTSDK または BLE サービス仕様マニュアルで利⽤できます。 
 
次の状況でレコーディングが停⽌します。 
• 電源ボタンが 1秒間押された。 
• 時間制限のある記録セッションの時間切れです。 
• フラッシュメモリが 90％を超えています。 
 
データは、Bluetooth または USB 接続を介してエクスポートできます。 Bluetooth を使⽤
したワイヤレスデータ転送は、⼩さなファイル（数分）のエクスポートに適しています。 ⼤
量のデータをエクスポートする場合は、Xsens DOT DataExporter を使⽤して PC の USB
経由でエクスポートします。 Data Exporter の使⽤⽅法については、この BASE の記事を
参照してください。 
 
経験則として、Bluetooth 経由でデータをエクスポートする時間は記録時間の 2 倍ですが、
USB経由でエクスポートする時間は 1/8 です。 エクスポート時間は、選択したファイルと
エクスポートデータの量に⼤きく依存することに注意してください。 Bluetooth 経由でデ
ータをエクスポートする場合は、データ転送の損失や接続障害を防ぐために、⼀度にいくつ
かのセンサーを選択することをお勧めします。 エクスポート時に、さまざまなタイプのデ
ータ構成を選択し、記録ファイルを選択できます。 
 
⾃由加速は含まれていませんのでご注意ください。 他の数量から計算する⽅法の詳細につ
いては、この BASE の記事を参照してください。 
 
3.3.6 省エネ 
省電⼒モードでは、センサーが信号パイプラインと BLE 接続をオフにし、MCU をスリー
プ状態にして、消費電⼒を最⼩限に抑えます。 この状態では、ホストデバイスはセンサー
を検出できません。 
 
省電⼒モードに⼊るデフォルトの時間しきい値は、アドバタイズメントモードで 10分、接
続モードで 30 分に設定されています。 省電⼒モードを無効にしたり、時間のしきい値を
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Xsens DOT アプリ、SDK、または BLE サービスで調整したりできます。 
 
次の場合、センサーは省電⼒モードを終了します。 
• 電源ボタンが押されている 
• 加速度は加速度計によって検出されます 
 
センサーが省電⼒モードに⼊ると、電源ボタンを押すか、単に振るだけでセンサーをウェイ
クアップできます。 Xsens DOT は、省電⼒モードを終了するとアドバタイズモードに戻り
ます。 
 
3.4 磁場マッパー 
Xsens DOT センサーを強磁性体を含む物体に取り付けると、測定された磁場が歪んで、測
定された⽅向に誤差が⽣じる可能性があります。 既知の磁気擾乱を補正するために、ユー
ザーがセンサーの磁場を再マッピングできるようにする磁場マッパー機能が開発されまし
た。 
 
MFM は数分で実⾏でき、Xsens DOT の不揮発性メモリに書き込むことができる新しいキ
ャリブレーション値のセットを⽣成します。つまり、電源を切ったり、ファームウェアを更
新したりしても、MFM は消去されません。 
 
5つのセンサーで同時に MFM を実⾏できます。 Xsens DOT の MFM を実⾏するには、次
の⼿順に従います。 これは、アプリで MFM を実⾏する⽅法に関する詳細な BASE 記事で
す。 

1.  Xsens DOT アプリ（Android または iOS）を開きます 
2.  ターゲットセンサーを接続します 
3.  [詳細設定]→[MagneticFieldMapper]に移動します 
4.  MFM を開始するセンサーを選択します 
5.  センサーを 3 つの軸すべてを中⼼に、すべての⽅向にゆっくりと回転させて、磁場

校正⽤のデータを収集します。 このプロセスは、関連するデータポイントを⾃動的
にチェックし、適切な MFM⼿順に⼗分なカバレッジを提供します。 プログレスバ
ーはこれを⽰し、バーが 100％に達すると、MFM プロセスが⾃動的に開始されま
す。 

6. 「Finished」を表⽰すると MFM は成功します。 失敗した場合は、MFM を再起動し
ます。 

 
キャリブレーションデータを含む.mtbファイルは、MFM中に作成されます。 あなたはあ
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なたの携帯電話でそれを⾒つけることができます： 
• Android：このディレクトリの下で Android / data / com.xsens.dot.android / files / mfm 
• iOS：Files アプリ→iPhone の場合→XsensDOT→mfm 
 
注意： 
• MFM を開始する前に、同期を停⽌し、出⼒レートを 60Hzに設定します。 
• MFMが完了すると、フィルタープロファイルは⼀般的なフィルタープロファイルに変

更されます。 これは FW1.6.0 の既知の問題であり、次のリリースで修正される予定で
す。 修正する前、MFMが完了した後、フィルタープロファイルをリセットして機能さ
せるようにしてください。 

 
3.5 ファームウェアアップデート 
Xsensからの継続的なファームウェアリリースは、新機能、改善、およびバグ修正を追加す
る予定です。 Xsens DOT で利⽤可能な Over-the-Air（OTA）ファームウェアの更新によ
り、XsensDOT アプリを使⽤してセンサーを最新バージョンに簡単に更新できます。 
 
注意： 
• OTA を実⾏する前に、まずアプリが最新バージョンに更新されていることを確認して
ください。 

• センサーは、充電状態の場合にのみアップグレードまたはダウングレードできます。 
• OTA中に更新ページを終了したり、アプリを閉じたりしないでください。 
• OTA にはネットワーク接続が必要です。 
 
3.5.1 ファームウェアアップデート 
センサーが接続されると、Xsens DOT アプリで新しいバージョンのファームウェアが利⽤
可能になった場合に、ファームウェアの更新通知を受け取ることができます。 通知が届か
ない場合は、現在のファームウェアバージョンが最新です。 
 
ファームウェアの更新を実⾏するには、次の⼿順に従います。 

1.  センサーを充電状態にします 
2.  Xsens DOT アプリを開き、アップグレードしたいセンサーを接続します 
3.  通知バッジに従い、[詳細設定]→[デバイスファームウェアアップデート]に移動し、

[アップグレード]を選択します 
4.  利⽤可能な新しいファームウェアバージョンを確認し、アップグレードするセンサ

ーを選択します 
5.  リリースノートとスタートアップアップグレードを確認します 
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6.  すべてのアップグレードが完了した後、アップグレードステータスを確認します。
ファームウェアのアップグレード後、センサーは⾃動的に再起動します。 

7.  センサーが再起動するまで 10秒間待ちます。その後、センサーを再度接続して、
新しいファームウェアを体験できます。 

 
SDK ユーザーの場合、新しいファームウェアが利⽤可能になった場合に通知を送信するた
めのインターフェイスが SDK に追加されます。 したがって、SDK で開発されたアプリケ
ーションは、新しいファームウェアについて即座に通知を受けることができます。 SDK プ
ログラミングガイドのファームウェアアップデート通知セクションを参照してください。 
 
3.5.2 ファームウェアのダウングレード 
ファームウェアダウングレード機能は、ベータファームウェアバージョンを最後の安定バ
ージョンにダウングレードするために提供されています。 ただし、新しい安定バージョン
が利⽤可能な場合、ベータバージョンは以前の安定バージョンにロールバックできません
が、代わりに後続の安定バージョンへの更新が優先されます。 以前のファームウェアバー
ジョンへのダウングレードが必要な場合は、テクニカルサポートに連絡してください。 
 
3.5.3 ファームウェアの互換性 

表 7：ファームウェアの互換性 

Firmware Xsens DOT App & SDK Xsens DOT 

Server 

Xsens DOT 

Data Exporter 2020.4 2020.2 2020.1 2020.0 

FW1.0.0 (stable) ×  √ √ √ × n/a  

FW1.3.0 (beta) × × √ n/a × n/a 

FW1.4.0 (stable) × √ n/a n/a × √ 

FW1.6.0 (stable) √ n/a n/a n/a √ √ 

 

注意： 
• サポートされていないファームウェアバージョンは、XsensDOT アプリの最新バージョ

ンでいつでも接続およびアップグレードできます。 
• 2020.4 アプリと SDK を使⽤する場合、今後の新機能にアクセスするには、最新のファ

ームウェアバージョンにアップグレードする必要があります。 リリース 2020.4 で導⼊
された新機能の詳細については、BASE の記事を確認してください。 

 
4.出⼒仕様 
Xsens DOTから出⼒されるデータは、さまざまな座標系で表されます。 各データ出⼒につ
いて以下に説明します。 
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4.1 座標系 
4.1.1 センサー座標系 
センサー座標系（S）は、センサーに本体で固定された右⼿座標のデカルト座標系です。 以
下に⽰すのは、⼩さい x、y、zを使⽤した DOT のセンサー座標系です。 

 

図 10：XsensDOT センサーの座標系 

4.1.2 ⽅向座標系 
デフォルトでは、使⽤されるローカルの地球固定参照座標系（L）は、次の右⼿デカルト座
標系として定義されています。 
• X は東に正（E）。 
• Yは北（N）に対して正です。 
• 上向きの場合は Zが正（U）。 
 
この座標系は ENU として知られており、航空および測地アプリケーションの慣性航法の標
準です。 デフォルトの ENU（L）座標系では、Xsensヨー出⼒は、東（X）とセンサーの x
軸の⽔平投影との間の⾓度として定義され、右⼿の法則に従ってローカル垂直軸（Z）を中
⼼に正になります。 基準座標系の原点は、加速度計の位置に対応して配置されます。 加速
度計の位置の詳細については、5.4章の XsensDOT 製図を確認してください。 
 
Xsens DOT によって計算される⽅向は、ローカル地球座標系（L）に対するセンサー座標系
（S）の⽅向です。 Xsens DOT は、ヘディングとも呼ばれる北基準のヨーを出⼒できます。 
デフォルトでは、⽅向出⼒は East-North-Up（ENU）フレームにあります。つまり、センサ
ーの x軸が East に、y軸がNorth に位置合わせされている場合、Roll、Pitch、Yawは 0 度
になります。 上向きの z 軸： 
• ローカル磁気東を指す場合は Xが正 
• ローカル磁北を指す場合は Yが正 
• 上向きの場合は Zが正 
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True North vs. Magnetic North 
上で定義したように、XsensDOT の出⼒座標系はローカル Magnetic North を基準にしてい
ます。 Magnetic North と True North の間の偏差（磁気偏⾓として知られています）は、
地球上の場所によって異なり、緯度と経度の関数として地球の磁場のさまざまなモデルか
ら⼤まかに取得できます。 
 
4.1.3 Heading Reset 
⽅位リセット機能により、ユーザーはすべてのセンサー間およびセンサーが接続されてい
るオブジェクトに⽅位出⼒を合わせることができます。 ⽅位リセットを実⾏すると、別の
地球固定ローカルフレーム（L '）に関する⽅向と⾃由加速度データが決定されます。これ
は、Z軸に沿って Z軸を維持しながら、L'フレームの X軸を設定することによって L 'フレ
ームを定義します。 垂直。 Yawが 0 度になるように L ʼを計算します。 
 
⽅位リセット機能は、測定中および⽅向出⼒を含む測定モードで実⾏する必要があります。 
リセット⽅向は、測定の開始/停⽌と接続/切断の間で維持されますが、デバイスの再起動後
に失われます。 
 
Heading Reset は XsensDOT アプリで実⾏でき、SDK で利⽤できます。 アプリで
HeadingReset には、次の⼿順に従います。 

1.  センサーを充電器に⼊れて、すべてのセンサーの⾒出しを揃えます。 センサーの Z
軸がすべて上を向くように、充電器を表⾯に平らに置くこともできます。 

2.  センサーを接続します 
3.  センサーフュージョンデータ測定を開始します 
4.  ボタンを押して、[Heading Reset]を選択します。 測定中のすべてのセンサーに適⽤

されます 
5.  リセットしたHeading を復帰するには、[RevertHeading]を選択します。 

 

図 11：XsensDOT アプリの Heading のリセット/復帰	

SDK を使⽤した⾒出しリセット機能の実装については、Xsens DOT SDK programming 
guide を参照してください。 
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4.2 センサーデータ出⼒ 
キャリブレーションされたデータは、ストラップダウン統合と逆ストラップダウン統合を
経ています。 
 
4.2.1 キャリブレーションされた delta_qおよび delta_v 
この出⼒は、センサー座標系（S）の補正されたストラップダウン統合データをコーニン
グおよびスカルします。 Delta_qと Delta_v の値は、特定の間隔での⽅向の変化と速度の
変化を表します。 Xsens DOT の場合、この間隔はデフォルトで 16.67ミリ秒（60 Hz）
です。 

表 8：Delta_q およびDelta_v の出⼒ 

Data Unit 

dq (-) quaternion values 

dv m/s 

dqは、delta_q、delta_angle、del_q、または OriIncとしても表記できます。 dv は、Delta_v、
delta_velocity、del_v、または VelIncとしても表記できます。 
 
連続する dq 値を乗算して、特定の期間における全体的な⽅向の変化を⾒つけることができ
ます。 このデータはセンサーフュージョンフィルターによって処理されていないため、ド
リフトがないわけではないことに注意してください。 ドリフトのない⽅向付けには、⽅向
付け出⼒を使⽤します。 
 
校正された加速度は、次の式から取得できます。ここで、dt = 1 /出⼒レート（出⼒レート
が 60Hzの標準シナリオでは、dt = 1/60 = 16.667ms） 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑	𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	=	dv/dt	

SDK の⼀部として、dqと dv を⾓速度（deg / s）と加速度（m / s2）の量に変換する関数
を使⽤できます。 詳細については、SDK プログラミングガイドとドキュメントを参照し
てください。 

4.2.2 校正された慣性データと磁場データ 
キャリブレーションされた 3D 線形加速度、3D 回転速度（ジャイロ）、および 3D 磁場デー
タの出⼒は、センサー座標系（S）にあります。 
 
これらのデータ出⼒の単位は次のとおりです。 

表 9：慣性および磁⼒計のデータ出⼒ 

Data Unit 
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加速度 m/s2 

⾓速度 degree/s 

磁場 a.u. (arbitrary units)6 normalized to earth field 

strength 

 

4.2.3 オリエンテーション 
出⼒⽅向は、さまざまなパラメーター化で表すことができます。 

表 10：オリエンテーションの出⼒ 

Data Unit 

Quaternions (-) quaternion values 

オイラー⾓ 度。 ロール、ピッチ、ヨー（ZYX オイラー系

列。地球固定タイプ。カルダンまたは航空宇

宙シーケンスとも呼ばれます） 

 

正の回転は常に「右利き」です。つまり、右⼿の法則（コルク栓抜きの法則）に従って定義
されます。 クォータニオン、オイラー⾓が互いにどのように関連しているかについての詳
細は、この BASE の記事を参照してください。 
 
ユーザーは SDK の変換関数にアクセスして、クォータニオンの⽅向をオイラー⾓に変換で
きます。 詳細については、SDK プログラミングガイドを参照してください。 
 
4.2.4 ⾃由加速 
⾃由加速度は、局所重⼒が差し引かれる局所地球座標系（L）の加速度です。 

表 11：⾃由加速出⼒ 

Data Unit 

⾃由加速度 m/s2 

 

4.2.5 タイムスタンプとパケットカウンター 
Xsens DOTからの各データメッセージには、パケットカウンターとタイムスタンプが付い
ています。 
 
パケットカウンター 
パケットカウンタは、新しい測定ごとに開始され、⽣成されたデータメッセージごとに増加
します。 この値は 0xFFFFFFFF で折り返されます。 

 
6 1 つの a.u. Xsens の校正ラボでの校正中の磁場強度は約 40uT です。 
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タイムスタンプ 
デバイスのローカルクロックの 1MHz クロックティックで表される出⼒のタイムスタンプ
が含まれます。 SampleTimeFine の単位はマイクロ秒です。 データ出⼒レートが 60Hzの
場合、2つの SampleTimeFine間の時間間隔は 16667μs です。 
 
SampleTimeFine は、センサーの電源がオンになったときに開始し、センサーがオンになっ
てから約 1.2時間後の 0xFFFFFFFF（232-1）でラップします。 センサーが再起動すると、
SampleTimeFine は 0から再起動します。 
 
4.2.6 Status 
ログファイルのステータスは 10 進数で表されます。 ステータスの定義については、以下
の表を参照してください。 

表 12：ステータスの定義 

Data (Bit mask) Abbreviation Description 

0x00000100 FL_ClipAccX 加速度計が x 軸の範囲外です 

0x00000200 FL_ClipAccY 加速度計が y 軸の範囲外です 

0x00000400 FL_ClipAccZ 加速度計が z 軸の範囲外です 

0x00000800 FL_ClipGryX ジャイロスコープが x 軸の範囲外です 

0x00001000 FL_ClipGryY ジャイロスコープが y 軸の範囲外です 

0x00002000 FL_ClipGryZ ジャイロスコープが z 軸の範囲外です 

0x00004000 FL_ClipMagX 磁⼒計が x 軸の範囲外です 

0x00008000 FL_ClipMagY 磁⼒計が y 軸の範囲外です 

0x00010000 FL_ClipMagZ 磁⼒計が z 軸の範囲外です 

 

 

5.物理的仕様 
5.1 XsensDOT 仕様 

表 13：XsensDOT仕様 

物理的特性 

付属 アプリケーションに応じて、Xsens が⼊⼿可能なストラップ（別売り） 

レイテンシー 30 ms 

バッテリー寿命 最⼤ 6 時間（連続使⽤） 

重量 10.8 g 

⼨法 36.30 x 30.35 x 10.80 mm (l x w x h) 

動作温度範囲 0°C-50°C 
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保管温度範囲 25°C±10°C 

IP 定格 IP68 

内部記憶装置 128MB 

レコーディング時間 出⼒レートによって、60Hz の場合は 88分  

同期精度 1 ppm for 30 min, <4 ppm for 1 hour 

内部サンプリングレート 800 Hz 

コミュニケーション Bluetooth5.0 デバイスで最⾼のパフォーマンス 

通信プラットフォーム • AndroidOS8.0 以降 

• iOS11.0 以降 

• Windows、MacOS、Raspberry Pi 

動作周波数範囲 2401 - 2480 MHz 

内部アンテナ（EIRP）を使

⽤した場合の最⼤放射出⼒

電⼒ 

+5 dBm 

 

表 14：オリエンテーションのパフォーマンス 

オリエンテーション 精度 

Static (Inclination | Heading) 0.5° | 1.0° 1σ RMS 

Dynamic (Inclination | Heading) 1.0° | 2.0° 1σ RMS 

 

5.2 センサー部品仕様 
表 15：ジャイロスコープの仕様 

ジャイロスコープ Unit Value 

標準フルレンジ [°/s] ±2000 

実⾏中のバイアスの安定性 [°/h] 10 

帯域幅（-3dB） [Hz] 255 

出⼒ノイズ密度 [°/s/√Hz] 0.007 

g 感度 [°/s/g] 0.1 

⾮線形性 [%FS] 0.1 

スケールファクターの変動 [%] 0.5 (typical) 

1.5 (over life) 

 

表 16：加速度計の仕様 

加速度 Unit Value 

標準フルレンジ [g] ±16  
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実⾏中のバイアスの安定性 [mg] 0.03 

帯域幅（-3dB） [Hz] 324 (Z axis: 262) 

出⼒ノイズ密度 [μg/√Hz] 120 

⾮線形性 [%FS] ±0.5 

 

表 17：磁⼒計の仕様 

磁場 Unit Value 

 標準フルレンジ [Gauss] ±8 

総 RMS ノイズ [mGauss] 0.5 

リソリューション [mGauss] 0.25 

⾮線形性 [%FS] 0.2 

 

表 18：アライメントの仕様 

パラメータ Unit Value 

⾮直交性（加速度計） [°] 0.05 

⾮直交性（ジャイロスコープ） [°] 0.05 

⾮直交性（磁⼒計） [°] 0.05 

アラインメント（gyr から acc） [°] 0.05 

アラインメント（mag to acc） [°] 0.1 

モジュールボードへの acc の位置合わせ [°] 0.2 

⾮直交性（加速度計） [°] 0.05 

 

5.3 バッテリー仕様 
LIR2032 充電式コイン電池 

表 19：バッテリーの仕様 

パラメータ  Value 

容量 公称 45 mAh 

最⼩ 40 mAh 

公称電圧 3.7V 

⼨法 直径 20.0 (Max) mm 

⾼さ 32+0.2 mm 

重量 2.6g 

作業温度 -20 ~+60 °C 

保管温度 20±1 °C 
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5.4 センサー製図 

 

図 12：センサーの技術図⾯ 
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5.5 充電器製図 

 

図 13：充電器の製図 

 
6.重要なお知らせ 
6.1 保証と責任 
Xsens は、Xsensが製造した製品に、納品⽇から 2年間、材料および製造上の⽋陥がないこ
とを保証します。 誤⽤されていない製品は、Xsens の唯⼀のオプションで修理、交換、ま
たはクレジット発⾏されます。校正、修理、または交換のためにアイテムを返品する前に、
http://www.xsens.com/support経由で Xsens に連絡して返品承認（RMA）を依頼してくだ
さい。 輸送中の損傷を防ぐために、製品は元のパッケージで返送する必要があります。 
 
Xsens の⾒解では、製品、過失、事故にさらされた製品、または Xsens の制御が及ばない状
況によって損傷した製品に悪影響を及ぼしたために、Xsens以外が元のケーシングから修理、
変更、または取り外した製品には、保証は適⽤されません。 
 
注：Xsens は、設計、パフォーマンス、または信頼性を向上させるために、製品に変更を加
える権利を留保します。 
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ここに記載されている責任の条件と制限に従い、Xsens は、そのように納品された製品が、
納品⽇から 1 年間、Xsens の製品に関する最新の仕様に実質的に準拠することを保証しま
す。 保証、過失、厳格責任、またはその他の理論に基づくシステムまたはそのパフォーマ
ンスに関する XSENSの責任は、製品の修理、交換、または交換が救済策として不⼗分な場
合は、X の場合に限定されます。 製品に⽀払われた価格を返⾦するため。 XSENSは、製
品または書⾯による資料の使⽤または使⽤の結果に関して、正確性、正確性、信頼性、また
はその他の点で、いかなる保証も表明も⾏いません。 Xsens は、合理的な制御が及ばない
遅延または障害に対して責任を負わないものとします。 
 
Xsens DOT センサーには、リチウムイオンコイン電池が含まれています。 安全上の理由か
ら： 
DOT センサーを開くことは固く禁じられています。 
• 熱を厳しく禁⽌するか、DOT センサーを⽕の中に投げ込みます。 
• 使⽤を厳しく禁⽌します。DOT センサーを⽕のそばに置いたり、温度が 60°C を超え

る可能性のある⾞内に置いたりします。 また、このような状態での充電/放電は⾏わな
いでください。 

• 使⽤前にユーザーズマニュアルをよくお読みください。リチウムイオン⼆次電池の取
り扱いを誤ると、漏れ、熱、煙、爆発、⽕災の原因となり、容量が低下することがあり
ます。 

• セルを電⼦レンジ、乾燥機、または⾼圧容器に⼊れることは固く禁じられています。 
• Xsens DOT を⻑期間使⽤しない場合は、湿度と温度の低い場所に保管してください。 
 
6.2 顧客サポート 
Xsens は、Xsens DOT について、またはアプリケーションでのテクノロジの使⽤について
の質問に喜んでお⼿伝いします。 最速の⽅法は、エンジニアや他の Xsensユーザーが集ま
る Xsens のヘルプセンターです。 このヘルプセンターにアクセスしてください。 
Ø ヘルプセンター：https：//base.xsens.com 
Ø サポートページ：https：//www.xsens.com/support 
 
6.3 製品コンプライアンス 
欧州連合の規制順守 
テストされた動作モード、適⽤可能なパフォーマンス基準、および指定された受け⼊れ基準
に基づいて、このデバイスは、以下の必須要件およびその他の関連規定に準拠しています。 
短い名前 指令 
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 
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Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU 
Low Voltage (Product Safety) 2014/35/EU 
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EU 

 
FCC コンプライアンス 
テストされた動作モード、適⽤可能なパフォーマンス基準、および指定された受け⼊れ基準
に基づいて、このデバイスは FCC規則のパート 15 に準拠しています。 

オブジェクトの分類 指令 
Computers and other digital devices, unintentional 
radiator 

47 CFR 15 

 
このデバイスは、FCC規則のパート 15 に準拠しています。 操作には、次の 2つの条件が
適⽤されます。 

1. このデバイスは、有害な⼲渉を引き起こさない可能性があり、 
2. このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある⼲渉を含め、受信した
⼲渉を受け⼊れる必要があります。 

 

⽇本の無線機器コンプライアンス 
ANNA-B112 モジュールは、特定の無線機器の⽇本の技術規制適合認証（MPT 番号 37、
1981 の条例）、第 2条、第 1項に準拠しています。 
- 項⽬ 19「2.4GHz帯広帯域低電⼒データ通信システム」 

 
 

Xsens DOT認定とテスト結果の詳細については、次を参照してください。
https://base.xsens.com/hc/en-us/articles/360013402700-Xsens-DOT-Certifications  
 

 
 


