規制に関する情報

Trimble SX12
スキャニングトータルステーション

規制に関する情報
同梱無線機モジュールに関する情報
•

長距離無線機モジュール: 周波数帯域 2.4 GHz、
最大RF出力 +20 dBm

•

WLAN無線機モジュール: 周波数帯域 2.4 GHz、
最大RF出力 +20 dBm

欧州

Trimble® ABは、本書をもって、Trimble SX12スキャニングトータ
ルステーションが下記の指令に準拠している旨、宣言します:
•

機械指令2006/42/EC

•

RED 2014/53/EU

•

RoHS指令2011/65/EU

欧州のお客様へのお知らせ

製品のリサイクル方法については、以下のページをご覧ください。
www.trimble.com/Corporate/Environmental_Compliance.aspx

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

米国
サプライヤの適合宣言

47 CFR § 2.1077 コンプライアンス情報

一意の識別子:

Trimble SX12スキャニングトータルステーション

責任者

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
USA
www.trimble.com

FCCの適合宣言

本機器はFCC規則の15項に準拠しています。操作は次の２つの条件を満たすことが
前提となります。(1) 電波障害を起こさないこと。(2) 誤動作の原因となる電波障
害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。
注: 本機器は、FCC規則の15項に従い、試験が行われ、クラスBデジタルデバイス
の制限に準拠していることが確認されています。これら制限は、住宅への設置にお
ける有害な干渉に対し、適度な保護を提供するために設定されています。本機器
は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射することができます。取扱説明書
の指示に従わずに設置し使用すると、無線通信に危険な干渉を引き起こすことがあ
ります。ただし、特定の設置環境で干渉が起きないことを保証するものではありま
せん。本機器がラジオやテレビの受信を妨害していることを、機器のオフ・オン切
り替えにより確認できる場合、次のいずれかを行って妨害に対処することをお勧め
します。
•

受信アンテナの向きや場所を変える。

•

機器と受信機の距離を離す。

•

受信機が接続されている回路とは別の回路上の差込口に機器を接続する。

•

取扱店か、経験豊富な無線／TV技術者に相談する。

C 注意 – 製造メーカが明示的に承諾していない変更や修正により、機器を使用す
るユーザ権限が無効にされる場合があります。
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カナダ

本クラスBデジタル機器は、カナダのICES-003に準拠しています。
本機器には、イノベーション・科学経済開発省のライセンス免除RSSに準拠するラ
イセンス免除送信機/受信機が含まれています。操作は次の２つの条件を満たすこと
が前提となります。（1）本機器が電波障害を起こさないこと。（2）誤作動の原因
となり得る干渉を含む、いかなる電波障害をも受け入れる必要があること。
無線送信機4492A-2410Gおよび4908A-PMACSは、以下に示すアンテナ機種との
使用がイノベーション・科学経済開発省によって承認されており、最大許容利得が
示されています。このリストに含まれていないアンテナ機種のうち、一覧に含まれ
ている機種に対して示された最大利得を超える利得は、このデバイスでの使用を固
く禁止されています。
アンテナ部品番号55001508、アンテナ利得2 dBi.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB.003 du
Canada.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent émetteur radio 4492A-2410G et 4908A-PMACS a été approuvé
par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour
fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain
admissible maximal.Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont
le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la
liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Antenne Trimble numéro de référence 55001508, gain d’antenne 2 dBi.
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バッテリの安全情報
C 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリを破損させないでください。破損したバ

ッテリは破裂したり発火したりすることがあり、けがや物的損害につながる恐れ
があります。けがや損害を防ぐには:
– 破損しているように見えるバッテリの使用または充電はおやめください。損傷
の兆候には、変色、変形、バッテリ液の漏れなどが含まれますが、これらに限
定されません。
– バッテリを火気、高温、直射日光にさらさないでください。
– バッテリを水に浸けないでください。
– 暑い時期には、バッテリの車内での使用や保管はおやめください。
– バッテリを落としたり、穴を開けたりしないでください。
– バッテリを開いたり、接触部をショートさせたりしないでください。

C 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリは、液漏れが疑われる場合には触らない

ようにしてください。バッテリ液は腐食性で、触るとけがや物的損害の原因とな
ることがあります。けがや損害を防ぐには:
– 液漏れした場合は、バッテリ液に触れないようにしてください。
– バッテリ液が目に入ったら、ただちにきれいな水で洗い流し、すみやかに医師
にご相談下さい。目をこすらないでください。
– バッテリ液が皮膚や衣服に付着したときは、直ちにきれいな水で洗い流してく
ださい。肌の刺激や痛みが収まらない場合は、直ちに医師に相談してください。

C 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリは、必ず指示の通りに充電・使用してく

ださい。バッテリを無認可の機器で充電または使用すると、破裂したり発火し
たりすることがあり、けがや物的損害につながる恐れがあります。けがや損害
を防ぐには:
– 破損、または液漏れしているように見えるバッテリの使用または充電はおや
めください。
– リチウムイオンバッテリは充電用に指定されたTrimble製品で必ず充電してく
ださい。バッテリ充電器に付属の説明に必ず従ってください。
– バッテリが過熱したり、焦げ臭を発したりするときは、充電を中断してくだ
さい。
– リチウムイオンバッテリは必ず指定のTrimble製品でご使用ください。
– バッテリは、製品資料の指示を守り、所定の用途にのみ使用してください。
– 廃棄する前は、バッテリ端子を電気専用絶縁テープで保護し、意図せぬショー
トによるバッテリの加熱を防いでください。
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レーザに関する安全情報

機器を使用する前に、本書のほか、全ての機器、作業現場の安全要件および規制の
内容を把握しておいてください。
本機器はIEC 60825-1:2014に準拠することが検査のうえ証明されています。
また、21 CFR 1040.10および1040.11にも準拠します。ただし、2019年5月8日
付のレーザ通知No.56で説明されている通り、IEC 60825-1 Ed. 3への適合を除き
ます。

C

警告 – レーザ光を望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して見ないでください。
目を傷めることがあります。

C 警告 – 制御機構や調節、または手順のうち、ユーザガイドに指定のないものを

使用したり実行しないでください。有害なLEDまたはレーザ放射にさらされる可
能性があります。日光、電気アーク溶接光、アーク灯などのまぶしい光源と同
様、常識の範囲内でご使用ください。レーザが放射しているときは、照射口を
見ることは絶対におやめください。レーザの安全な使用法に関する詳しい情報
は、IEC 60825-1:2014をご参照ください。

アパーチュア

測距、トラッカ、テレカメラおよび
レーザポインタ（オプション）
オーバービュー
カメラ
ターゲット照明
メインカメラ
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規制に関する情報

Trimble SX12

スキャニングトータルステーション

レーザ光源

Trimble SX12スキャニングトータルステーションは、クラス1Mレーザ製品です。
本機 器は、可視および不可視レーザ光源を内蔵している場合があります。
波長520 nmのクラス1レーザー機器です。(緑色レーザーポインタ）
Autolock®テクノロジ機能用クラス1トラッカレーザ（波長850nm）。
測距用クラス1Mレーザ（波長1550nm）:
•

ビーム広がり0.2mrad

•

出力10mW未満

•

パルス幅1ns

•

パルス繰り返し率27kHz
レーザ放射警告を示しています。
低レベルのリスクを伴う危険について
示しており、回避しないと軽度から中
程度の怪我を負う恐れがあります。

レーザクラス
1Mに適用さ
れます。

さらに詳しい情報

元文書の言語は英語です。各国語版は全て、英語の元文書から翻訳されています。
詳しい内容や、他国語版の記載内容については、www.trimble.comをご参照くだ
さい。
© 2020, Trimble Inc. 版権所有。Trimble、地球儀と三角形のロ
ゴ、Autolockは、米国、他の国で登録されたTrimble Inc.の登録商標です。
その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します｡
P/N 57116032-JAP 改訂版C 2020年10月
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