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Origin システムの安全および規制に関する情報
特に明記されていない限り、このセクションで使用される用語「デバイス」およ
び「ワイヤレスデバイス」は、ビーコンモデルMSU1 (Beacon Model MSU1)もし
くはパルサーLEDクラスターモデルP1ウェアラブル (Pulsar LED Cluster Model
P1 wearable products) および関連製品を指します。

ご使用の前にこの取扱説明書をお読みください。

2019 年 3 月
8

❙

ラジオ波およびテレビ波による電波障害に関する規制情報
( ビ ー コ ン /パルサー (Beacon/Pulsar) ページ 3

❙

安全に関するその他の重要情報 ページ 4
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ラジオ波およびテレビ波による電波障害に関する規制情報 ( ビ ー コ
ン / パルサー (Beacon/Pulsar)
このセクションでは、Vicon ビーコン (Beacon) および Vicon パルサー (Pulsar)
デバイスのラジオ波およびテレビ波への電波障害に関する規制への準拠について
の情報を記載しています。

パルサーLEDクラスターモデルP1

ビーコンモデルMSU1

日・欧 MRA の適合性評価機関（Conformity Assessment Body）(CAB ID 205）
によって VICON® ビーコンモデル MSU1 (Beacon Model MSU1）およびパルサー
LED クラスターモデル P1（Pulsar LED Cluster Model P1) の各製品は、特定無線設
備の技術基準適合証明等に関する規則に準拠していることが証明されております。
(MPT 規則第 37 号 1981)。
特定無線設備区分第2条第1項第19号。
電波形式 G1D
周波数 2402 MHz–2480 MHz
アンテナ出力 2.0 mW/MHz (クラスターおよび ビーコン)
アンテナ利得 1.5 dBi (クラスター), 2.0 dBi (ビーコン)

2019 年3 月
8
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安全に関するその他の重要情報

2019 年 3 月
8

❙

デバイスの取り扱いは有資格者のみが行ってください。誤った操作は危険であり、
デバイスに適用される保証が無効になる場合があります。

❙

可燃性の液体、ガスおよび爆発物などをデバイス、または関連部品と一緒に
保管したり、運搬したりしないでください。

❙

エアバッグを搭載した車両の場合、エアバッグが起動した際には、大きく膨張します。ポー
タブルワイヤレスデバイスを含む関連機器を車両のエアバッグが搭載されて
いる部分やその周辺に置かないでください。エアバッグが作動する際、ワイヤ
レスデバイスが周辺にあると重大な傷害や事故が生じる可能性があります。

❙

飛行機に搭乗する際は電源を切ってください。航空機内でのワイヤレスデバ
イスの使用は違法であり、航空機の操作に危険を及ぼす可能性があります。
機内でデバイスのいかなる機能を使用する場合も、関係当局に確認の上行っ
てください。

❙

安全運転はすべてのドライバーの責任です。自動車を運転する際、走行路か
ら目を離したり、運転への集中を妨げるような作業、行動は避けてください。

❙

これらの指示に従わなかった場合は、ネットワークサービスの停止や拒否ま
たは法的措置、もしくは、その双方が発生する可能性があります。
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バッテリーの安全な使用方法
❙ デバイスのバッテリーを利用者が交換することはできません。バッテリーの
破損、交換の必要がある場合は、点検、交換を承りますのでデバイスをご送
付ください。

2019 年3 月
8

❙

デバイスおよびバッテリーが液体に触れないようにしてください。液体がデ
バイスの回路に侵入して腐食を起こす可能性があります。デバイスは乾燥し、
正常に作動しているように見える場合でも、回路はゆっくりと腐食するため
安全上の危険があります。

❙

デバイスを暖房器具、またはその周辺に設置しないでください。過
度の暖房はデバイスおよびバッテリーを損傷させ、爆発につながる
可能性があります。デバイスが濡れたり湿ったりした場合も電子レ
ンジ、ヘアドライヤー、アイロン、ヒーターなどの機器を使って乾
燥させないでください。高温の車内にデバイスを放置するのは、お
やめください。

❙

デバイスおよびバッテリーを火中に廃棄しないでください。過熱によってデ
バイスが爆発する危険性があります。

❙

デバイスを落とさないようご注意ください。高所から、特に硬い地面に落下
させると損傷する可能性があります。デバイスまたはバッテリーに損傷の疑
いがある場合、検査を致しますので、すみやかにご送付ください。

❙

いかなる状況でも、破損したバッテリーは使用しないでください。

❙

警告。非正規品バッテリーの使用は、火災・漏電などの危険性を伴います。
非認証バッテリーによるデバイスの損傷にメーカー保証は適用されません。

❙

互換性のない充電器およびバッテリーの使用はおやめください。安全のため、
Vicon モーションシステムズ社は限定した充電機器のみを供給しています。パ
ワード USB ハブを使用する場合は、常に正規品もしくは、製造元が推奨する
電源機器をご使用ください。製造元およおび正規販売店と提携していない一
部ウェブサイトおよび中古取扱販売店では、非互換性あるいは非承認のバッ
テリーもしくは充電器をを販売している可能性があります。そのような場合
は、Vicon モーションシステムズへご連絡ください。互換性のないバッテ
リーおよび充電器を誤って使用するとデバイスの損傷、火災、爆発、または
漏れの危険性があり、デバイスの損傷のみならず、重大な事故が発生する可
能性があります。
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動作環境

❙

気温 0oC(32oF) 以下および 37oC(99oF) 以上でのご使用は避けてください。

❙

デバイスをちりや埃、または砂にさらさないでください。

❙

それぞれの地域で適用されている特定の規則に従って使用してください。使
用厳禁の場所、または電波障害および危険を引き起こす可能性のある場合で
は、必ずデバイスの電源をオフにしてください。デバイスまたは各種部品を
別のデバイスに接続する際には、各製品の取扱説明書を参照して詳しい安全
手順を確認の上行ってください。互換性のない製品を接続しないでください。

❙

埋め込み型医療機器。デバイスによる電波障害を避けるためにペースメー
カーや植え込み型除細動器とデバイスとの間に最低 6 インチ（153 mm）の間
隔を維持する必要があります。
着用可能なデバイスは、ネオジム磁石を使用して、固定用ストラップホル
ダーに簡単にに接続できます。磁石を近づけると心臓ペースメーカーの作動
に影響します。磁石の作用で、心臓ペースメーカーの使用者に適さないよう
な動作をペースメーカーがするため、使用者の健康に害が及ぶ可能性があり
ます。こうした動作の変化は磁石を取り外すと止まります。これは、磁石の
影響でぺースメーカーが使用者自らの心拍に反応しなくなることによります。
ペースメーカーを使用する医療機関では、磁石を使用してペースメーカーを
操作し、どのように動作しているかを確認します。各ペースメーカーの製造
元は、ペースメーカーの「磁石に対する反応」をそれぞれ異なる方法で提示
していますので、これ以上の詳細な説明はここではできません。一部のメー
カーでは、ペースメーカーに１分当たりの心拍数 100、もしくはそれ以上の
速さを設定しています。ペースメーカーは、通常、磁石を近づけると自然の
心拍に同期しません。これは理論的には、心拍の乱れを引き起こし、生命を
脅かす可能性があることを示しています。

❙
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上記のような埋め込み型医療機器をご使用中の方：

❙

デバイスに電源を入れる際、埋め込み型医療機器とデバイスの間に 6
インチ（153 mm）以上の間隔を保ってください ;

❙

デバイスを胸ポケットに入れないでください ;

❙

デバイスによる干渉が疑われる場合、ただちにデバイスをオフにする
必要があります ;

❙

ご使用の埋め込み型医療機器の製造元の取扱説明書を読み、指示に
従って使用してください。デバイスの使用に関するご質問や埋め込み
型医療機器と共に磁石を使用する場合は、担当の医療機関にご相談く
ださい。
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❙

その他の医療器具 : その他の個人用医療器具を使用されている場合、その製
造元にご相談の上、外部の無線周波エネルギーから適切にシールドされてい
るかどうかを確認してください。担当医師がこうした情報について助言でき
る場合があります。干渉が発生していると思われる場合は、すぐにデバイス
をオフにしてください。

❙

医療施設内において、そのエリアに何らかの規制がある場合は、ワイヤレス
デバイスをオフにしてください。病院や医療施設は、外部の無線周波エネル
ギーに影響を受けやすい機器を使用している可能性があります。

❙

車両：無線周波信号は、適切にインストールされていない、もしくは電子シ
ステムの保護が十分でない場合、自動車の電子システムに影響を与える可能
性があります。車内でのワイヤレスデバイスの使用については、製造元また
はその代理店にご確認ください。車内に追加して設置した機器についてもそ
の製造元にご確認ください。干渉が発生していると思われる理由がある場合
は、すぐにデバイスの電源をオフにしてください。

❙

規制が提示されている施設：規制が提示されている施設にて必要な場合は、
デバイスの電源をオフにしてください。

❙

爆発の潜在的危険性がある環境：爆発の潜在的危険性がある区域においては、
ワイヤレスデバイスの電源をオフにして、指定された指示に従ってください。
このような場所でスパークが起こると爆発または火災の原因となり、怪我をし
たり命に危険が及ぶことがあります。燃料補給地点（サービスステーション）
にて電源をオフにすることをお勧めします。
燃料貯蔵施設（燃料貯蔵および流通区域）、化学プラント、または爆破作業が
進行中である場所でのワイヤレスデバイスの使用に関する制限を遵守する必
要があることを留意してください。爆発の危険性がある区域では、明確に表
記されていない場合も少なくありません。ボートのデッキ下、化学薬品の移
送および貯蔵施設付近、液化石油ガス（プロパンまたはブタンなど）を使用
する車両周辺、穀粒、粉塵、金属粉、麻酔ガスのような化学物質および粒子
が大気中に含まれている可能性のある場所では車両のエンジンを切ることを
お勧めします。液化石油ガス（プロパン、ブタンなど）を使用する車両は、
国家防火基準（NFPA-58）に準拠しなければなりません。この規格のコピー
については、全国防火協会（National Fire Protection Association）にお問い
合わせください。

❙

2019 年3 月
8

磁束の高い環境。デバイスは鉄金属を含有しているため、磁気共鳴画像法
（MRI）などの高磁束環境に置かれた場合、物理的放射物を生成する危険があ
ります。
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❙

固定用ストラップ。固定用ストラップはネオプレンまたはポリクロロプレン
を使用して製造されたラテックスフリーです。ネオプレンに対するアレル
ギー反応は、人工ゴム、特にチオ尿素化合物およびメルカプトベンゾチア
ゾール（MBT）を製造する際に使用される促進剤に起因します。発疹、腫れ、
および出血など ネオプレンによるアレルギー性接触皮膚炎（ACD）の症状が
発生した場合は、すぐにストラップの使用を止めてください。

❙

ニッケルアレルギー：ネオジム磁石にはニッケルメッキが施されています。
人によっては、ニッケルに長い期間接触することによってアレルギー反応が
起こる可能性があります。対策として、ニッケルメッキされた磁石との長期
間の接触を避け、すでにニッケルアレルギーをお持ちの場合にはニッケルへ
の接触を完全に避けてください。

小児へのアクセス制限
❙ デバイスは、おもちゃではありません。小児に使用を許可しないでください。
怪我をする、周囲に怪我を負わせる、もしくはデバイスを損傷させる危険が
あります。

2019 年 3 月
8

❙

デバイスおよび関連部品、パーツ等すべてを幼児の手の届かないところに保
管してください。

❙

デバイスから外したネオジム磁石で小児 (16 歳以下 ) が遊ばないようにして
ください。比較的小さな磁石でも、血性水疱や切り傷の原因となります。ま
た小さな磁石は飲み込むと重大な事故につながります。

❙

2 つ以上の磁石を飲み込んでしまった場合、腸壁を介して互いに引き寄せら
れ、接着して消化管を挟み、腫れを引き起こし、手術を必要とするなど生命
を脅かす事故の原因となります。デバイスから外したネオジム磁石は常に小
児の手の届かない所に保管してください。
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その他の情報
このガイドラインおよび Vicon サポートウェブページに記載されていない情報、
もしくは、より詳しい情報が必要な場合、以下の Vicon にご連絡ください。
デンバー、コロラド

ロスアンジェルス、カリフォルニア

Vicon デンバー
7388 S. Revere Parkway, Suite 901
Centennial
CO 80112
USA

Vicon LA
3750 S. Robertson Blvd, Suite 100
Culver City, Los Angeles
CA 90232
USA

T:303.799.8686
F:303.799.8690
E: support@vicon.com

T:310.437.4499
F:310.388.3200
E: support@vicon.com

オックスフォード、イギリス
Vicon Oxford
Unit 6, Oxford Industrial Park
Mead Road, Yarnton
Oxford
OX5 1QU
UK
T:+44.1865.261800
F:+44.1865.240527
E: support@vicon.com
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