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このマニュアルで使用している記号と表記法
このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

	 本機器で使用しているシンボルマークで、人体および機器に危険があるこ
とを示すとともに、ユーザーズマニュアルを参照する必要があることを示
します。ユーザーズマニュアルでは、目印として、「警告」「注意」の用語
と一緒に使用しています。

	 警　　告	 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、その
危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意	 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが
発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されてい
ます。

Note	 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

本機器を安全にご使用いただくために
本機器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。本機器
を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作にあたっては下記の安全注意事項を
必ずお守りください。このマニュアルで指定していない方法で使用すると、本機器の保護
機能が損なわれることがあります。このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含ん
でいます。本機器を廃棄するまで、本機器を使用するときにすぐご覧になれるところに、
このマニュアルを大切に保存してください。なお、これらの注意に反したご使用により生
じた障害については、YOKOGAWAは責任と保証を負いかねます。
本機器には、次のようなシンボルマークを使用しています。

	 “取扱注意”(人体および機器を保護するために、ユーザーズマニュアルやサー
ビスマニュアルを参照する必要がある場所に付いています。)

	 警　　告
火災や感電を防ぐため、以下の事項をお守りください。
使用方法
・	 本機器は、YOKOGAWA 製品専用の GPS ユニットです。指定された
YOKOGAWA製品以外には、使用しないでください。

・	 本機器を分解または改造しないでください。
・	 本機器を落としたり、投げつけたりしないでください。
・	 火のそばや炎天下など、高温になる場所に放置しないでください。

	 注　　意
・	 屋外で本機器を使用しないでください。
・	 本機器を空中にぶらさげた状態で使用しないでください。

使用環境の制限
本製品はクラスＡ	(	工業環境用 )	の製品です。家庭環境においては、無線妨害を
生ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要となる
ことがあります。

本機器には、以下のマニュアルが添付されています。大切に保管してください。
マニュアル 名 マニュアル No 内容
GPS ユニットユーザーズマニュアル IM	720940-01JA 本書です。
Model	720940
Radio	Equipment	Directive(RED)

IM	720940-04Z2 無線機器指令 (RED) 用のマニュアルで
す。

Safety	Instruction	Manual IM	00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
お問い合わせ先 (Inquiries)	 PIM113-01Z2 各国や地域の当社営業拠点の連絡先

が記載されています。
*：マニュアルNoの「JA」は言語コードです。

形名
形名 仕様コード 仕様内容
720940 GPS ユニット

付属品
取り付け用マグネットプレート	 	 1 枚
マグネットプレート固定用両面テープ	 1 枚
取扱説明書

IM	720940-01JA ユーザーズマニュアル ( 本書 )
IM	720940-04Z2 無線機器指令 (RED) 用のマニュアル
IM	00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
PIM	113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

本書では、GPS ユニットを安全に使用するための注意事項と仕様について説明しています。詳しい取
り扱い方法については、使用する測定器の取扱説明書をご覧ください。

仕様
項目 仕様
レシーバタイプ GPS( 米国 )/GLONASS( ロシア )/QZSS( 日本 )

SBAS(MSAS( 日本 )/WAAS( 米国 )/EGNOS( 欧州 )/GAGAN( インド ))
周波数帯域 1575.42	MHz

1598.0625	MHz ～ 1605.375	MHz
機能 *1 GPS データ取得 ( 緯度、経度、高度、速度、移動方位など )

720940 と接続可能な測定器本体との時刻同期
捕捉感度 -146dBm	Typical	( 測定が安定した状態 )
追尾感度 -165dBm	Typical	( 測定が安定した状態 )
データ更新レート 1Hz
測地系 WGS-84
測定精度	*2 水平位置：15m以下 ( 測定が安定した状態、SA=OFF/PDOP ≦ 3)

速度：1m/s( 測定が安定した状態、SA=OFF/PDOP ≦ 3)
追従性能 高度：-500m～ 18000m

速度：1800km/h 以下
加速度：2G以下

測定分解能 緯度、経度：1ｘ 10-6	°
高度：0.1m、1m
速度：0.01km/h、0.1km/h
方位：0.01°

基準動作条件 周囲温度：23℃± 5℃
周囲湿度：20 ～ 80%RH

測位開始時間 40 秒 Typical( 常温時 )
動作環境 *3 -30℃～ 80℃　95％ RH以下　結露無きこと
保存環境 -40℃～ 85℃　95％ RH以下　結露無きこと
振動 44.1m/s2	非動作状態　10 ～ 200Hz
電源 3.3V	-	6.0VDC
消費電流 65 ｍ A	Typical	(5.0VDC)
外形寸法 約 50mm(W)	x	約	14.3mm(H)	x	約	44mm	(D)	( 突起部除く )
質量 約 130g
出力ケーブル長 約 5m
出力端子 mini	DIN	9pin　オス
安全規格 適合規格：	 EN	62368-1、EN	IEC	62368-1
EMC 規格 適合規格：	 EN	301	489-1、EN	301	489-3、EN	301	489-19

オーストラリア、ニュージーランドの EMC	規制	EN	55011	Class	A	Group	1
韓国電磁波適合性基準 (	한국 전자파적합성기준	)
EN	61000-6-2　Class	A
本製品はクラスＡ	(	工業環境用 )	の製品です。家庭環境においては、無線妨
害を生ずることがあり、その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必
要となることがあります。

無線スペクトラム 適合規格：	 EN	303	413
環境規格 *4 欧州 RoHS 指令適合
製品とは別に本書を入手した場合は、製品と本書の仕様が異なることがあります。
*1	 本機の動作可能期限は 2033 年 4 月 17 日午前 0時 (UTC 時間 ) となります。
*2	 測定場所、測定環境、測定時間により、仕様を満たさない場合があります。
*3	 接続する機器の動作環境が本機器の動作環境より狭い場合は、接続する機器の動作環境内でご使
用ください。

*4	 欧州圏以外の環境規制 /規格の適合については、お近くの横河オフィスまでお問い合わせくださ
い (PIM	113-01Z2)。
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指示なき寸法公差は、±3%（ただし10 mm未満は±0.3 mm）とする

接続方法
指定された製品との接続については、接続する製品の取扱説明書をご覧ください。

廃電気電子機器
	 (EU	WEEE 指令は EEA* で、UK	WEEE 規則は UKで有効です。)

	 この製品はWEEE 指令マーキング要求に準拠します。このマークは、この電
気電子製品を各国内の一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示し
ます。EEA または UKで製品を廃棄する場合はお近くの横河オフィスまでご
連絡ください。

	 *	EEA:	European	Economic	Area

EEA	内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA 内で本製品の当社認定代理人 (AR)	を務めます。横河ヨー
ロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先 (PIM	113-01Z2) をご覧ください。
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韓国電波法への対応
本製品は韓国電波法に適合しています。
Registration	No:		 MSIP-REM-IMY-WEN027
Equipment	Name:	 GPS	Unit
Trade	Name:	 Yokogawa	Test	&	Measurement	Corporation
Manufacturer:	 Yokogawa	Test	&	Measurement	Corporation
Country	of	Origin:		 Korea

本機器の廃棄方法
本機器を廃棄するときは、廃棄する国、地域の法令に従って廃棄してください。

环保使用期限环保使用期限
	 この項目は、中華人民共和国国内でのみ有効です。

	 表示该有毒有害物质在该产品中的含量均在 SJ/T	11363-2006	标准规定的限量要
求以下。 
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